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8月1日現在　【世帯数】4,689世帯
　　　　　　【総人口】11,539人【男性】5,731人【女性】5,808人
7月中の異動　出生4人/死亡15人/転入13人/転出22人
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2019（令和元年）NO.168 広報おがの／令和元年9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8月15日現在）
貯水位　313.87ｍ
貯水量　4,117,200㎥
貯水率　88.5％各種ゴミ収集日  各世帯に配布してあるゴミカレンダーでご確認ください。

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

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 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

▲子育てサークル
▲開放
▲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
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲開放
▲おはなし会(午後)
オレンジカフェ笑顔
●ちびっこサロン
◎認知症相談日
◆献血
■開放日・講習会

▲開放
■ヘルスアップ教室
■ABI測定

▲開放
●特定健診

▲開放
●1.6・2歳児健診
◎認知症相談日
■開放日・講習会

▲ベビーマッサージ
▲開放
●特定健診
■開放日

▲よちよち
■開放日

二百十日
防災の日

重陽
救急の日

下水道の日 十五夜

▲すくすく
　(ふれあい遊び)
▲開放
■ステップ体操
●バランスボール
　教室
◎ひきこもり相談

▲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
◆バンビちゃんの会
■開放日

★図書館休館日

★図書館休館日

★おはなし会

▲すくすく(離乳食)
▲開放
■ステップ体操

▲すくすく(計測)
▲開放
■ステップ体操
●3歳児健診

▲キッズサーキット
●バランスボール
　教室
◎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
(国民宿舎前広場)
▲開放
■体組成測定
■開放日

▲子育てサークル
▲子育て相談
▲産後ママの
　ストレッチ教室
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲すくすく(赤ちゃん
　とのかかわり方)
▲てくてくじゃんぷ
お茶会･交流会
(長寿ハウス)
■ステップ体操

▲1日開放

▲1日開放

▲1日開放

▲開放
■開放日

▲開放

▲幼児食体験教室
▲開放
●認知症家族会
■開放日

9月30日（月）までに
納めてください。

国民健康保険税　第3期
介護保険料 　　第3期

今月の納税今月の納税

白露

敬老の日 秋の全国交通
安全運動

彼岸入り

★図書館休館日

★図書館休館日 ◆結婚相談

★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

秋分の日

共同募金
法の日

◆小鹿野町民劇場
『おがの寄席』
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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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気象情報に注意して早めの防災行動をとりましょう2八阪神社・八雲神社　夏まつり　7/26、27
　夏まつりは、「春日町」「上一丁目」「上二丁目」「新井・原町」の4地区
にまつられる八阪神社、八雲神社のお祭りです。本祭では御神輿が町内
を練り歩き、前夜祭では各地区で太鼓や歌舞伎、お楽しみ抽選会などの
イベントが賑やかに行われました。

フォトニュース
みんなの広場
保健・福祉
情報版
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活生 カレンダーカレンダー

30

両神神社例大祭
(両神薄)

小鹿野美術展 ～9/30
(小鹿野総合センター)

ダリアまつり
（両神山麓花の郷
ダリア園）



覚えておこう地域の特性
土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは・・・

土砂災害の前兆現象 こんな現象を見たら、早めに避難しましょう

　急傾斜地の崩壊等、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じる
おそれのある区域

小鹿野町土砂災害ハザードマップ

防災マニュアルブック
(風水害・土砂災害編)

日頃の備えが、『いざ』に繋がる

気象情報に注意して
早めの防災行動をとりましょう

日頃の備えが、『いざ』に繋がる

気象情報に注意して
早めの防災行動をとりましょう

　秋は雨の多い季節です。
　昨年の西日本豪雨をはじめ、近年になって未曾有の豪雨災害が多発しています。小鹿野
町においても昨年、避難準備・高齢者等避難開始を発令し、町内５カ所に避難所を開設しま
した。
　『いざ』というときに災害から身を守るためには、日頃からの備えや知識を蓄えることが
重要です。
　皆さんのご家庭に配布しました「小鹿野町土砂災害ハザードマップ」や「防災マニュアル
ブック(風水害・土砂災害編)」をご活用いただき、正しい知識を確認することや早めの行動
を心がけましょう。

　秋は雨の多い季節です。
　昨年の西日本豪雨をはじめ、近年になって未曾有の豪雨災害が多発しています。小鹿野
町においても昨年、避難準備・高齢者等避難開始を発令し、町内５カ所に避難所を開設しま
した。
　『いざ』というときに災害から身を守るためには、日頃からの備えや知識を蓄えることが
重要です。
　皆さんのご家庭に配布しました「小鹿野町土砂災害ハザードマップ」や「防災マニュアル
ブック(風水害・土砂災害編)」をご活用いただき、正しい知識を確認することや早めの行動
を心がけましょう。

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

■指定区域（レッドゾーン）
　建物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある指定された区域
■未指定区域
　調査の結果、建物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある未指定の区域

土砂災害特別警戒区域

平成27年9月9日に本州に上陸した
台風18号の影響で関東地方や東北
地方を中心に各地で甚大な被害が発
生し、小鹿野町でも大きな被害があり
ました。(写真＝両神薄地内)

※ハザードとは、危険の原因、障害物といった意味

がけ崩れの前兆現象 土石流の前兆現象 地すべりの前兆現象

■がけに割れ目が見える。
■がけから水がわき出ている。
■がけから小石がばらばらと落ちてくる。

■急に川の流れが濁り流木が混ざっている。
■山鳴りがする。
■雨が降り続いているのに川の水位が下が
る。

■沢や井戸の水が濁る。
■地面にひび割れができる。
■斜面から水がふき出す。

避難情報の種類と警戒レベル

『いざ』というときのために・・・『日頃の備え』

　土砂災害等について、市町村が出す避難情報と国や都道府県が出す防災気象情報を整理す
ると、以下の5段階に分類されます。

　非常用品を防災袋に入れるなど、『いざ』というときにすばやく行動ができるよう日頃から
備えておきましょう。

　避難情報の発令については、防災行政無線での放送のほか、メール配信サービス「ちちぶ安
心安全メール」や「小鹿野町公式LINE」でもお知らせしています。サービスの利用には事前登
録が必要です。町外にいるような場合でも、重要な情報を入手できますので、ぜひご活用くだ
さい。

■ちちぶ安心安全メールへの登録はこちら
　インターネットに対応している携帯電
話、スマートフォンから専用サイトにアクセ
スして、表示されるメニューにしたがって
登録してください。
https://service.sugumail.com/chichibu/

警戒レベル５

警戒レベル4

警戒レベル3

警戒レベル2

警戒レベル1

警戒レベル 皆さんがとるべき行動 避難情報等

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。

災害発生情報
（市町村が発令）
避難勧告
避難指示（緊急）
（市町村が発令）

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。

避難準備・
高齢者等避難開始
（市町村が発令）

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。

大雨注意報等
（気象庁が発表）

災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報
（気象庁が発表）

※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。

警戒レベル相当の
防災気象情報※

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)

■小鹿野町公式LINEへの登録はこちら
　LINEの「友だち追加」から「ID検索」で
「＠ogano」を登録、又は右のコードから表
示されるメニューにしたがって登録してく
ださい。

◆注意事項等◆
■登録料、サービス利用料は無料です。ただし、メール受信
にかかる通信料や、登録、解除、閲覧時のインターネット接
続料などの費用は、ご負担いただきます。
■「小鹿野町公式LINE」の利用にはSNSアプリ「LINE」のイ
ンストールが必要です。
■「ちちぶ安心安全メール」の登録に必要なものは、メール
アドレス、性別、年齢などで、個人を特定するものは必要あり
ません。また、登録されたアドレスは厳重に管理し、ほかの目
的では使用しません。
■「ちちぶ安心安全メール」で登録したメールアドレスを変
更する場合は、一度登録を解除して、新規に取得したアドレ
スで改めて登録を行ってください。

飲料水・食糧

現金等の貴重品

携帯ラジオ

懐中電灯
テッシュペーパー 常備薬

おむつ・粉ミルク等

乳幼児がいる場合

非常用持ち出し
袋の中身は
必要最小限に！

着替え・タオル等

※あくまで一例です。各個人
に応じて必要なものを準備
してください。

Up!Pick
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　町では、東京２３区内に５年以上在住している人、又は
東京圏に５年以上在住し東京２３区内に通勤している人
で当町に移住した人を対象に、国及び県と協力して移住
支援金を交付します。
交付対象●次のどちらかに該当する人です。
①住民票を移す直前まで連続して５年以上、東京２３区に
在住している人
②住民票を移す直前まで連続して５年以上、東京圏(東
京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(下記の条件不利地域は
除く))に在住し、かつ東京２３区内に通勤していた人
  条件不利地域
東京都　檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神

津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、
小笠原村

埼玉県　秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、
皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県　館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南
房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸
南町

神奈川県　山北町、真鶴町、清川村

交付要件●次のすべてに該当する人です。
■平成３１年４月１日以降に小鹿野町に転入した人
■埼玉県が移住支援金対象の求人としてマッチングサ
イトに掲載した求人情報に求職の申込を行い、週２０時
間以上の無期雇用契約に基づいて就職された人、又は
埼玉県の起業支援金の交付決定を受けている人
■小鹿野町に５年以上居住する意思を持つ人
※埼玉県のマッチングサイトは、9月末までに開設予定
です。
交付金の額
【単身者】６０万円　
【２人以上の世帯】１００万円
申請期間●転入後、３カ月以上１年以内に申請してくだ
さい。
※就業者は申請時点で連続して
３カ月以上在職していること。
※起業者は埼玉県の起業支援金
の交付決定を受け、交付決定日
から１年以内であること。

小鹿野町に移住して起業・就業する人を応援します小鹿野町に移住して起業・就業する人を応援します

令和2年小鹿野町成人式の開催及び
新成人による成人式スタッフを募集します
令和2年小鹿野町成人式の開催及び
新成人による成人式スタッフを募集します

ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

－Ｃさんが感じた疑問を教えてください。
Ｃ　平穏な暮らしを求めて、戸建てに引っ越しました。
当初かかった経費の中で、なぜ、町会費のほかにゴミ
捨て場の使用料が必要で、その金額もなぜ地区に
よって違うのかわからず、ゴミ袋が有料というのも驚
いて…。また、隣組の方が亡くなった時、お顔もわから
ない方だったので葬儀に行かなかったら、ご近所と
気まずくなってしまった。
Ａ　わかる。私は地元だから、親を見ていて、戸建て
に住むとそういうお付き合いがあると知っていて戻っ
て来た。
Ｂ　知らないで移住して来て、疑問を持つ人は多いと
思う。どちらが正しいとかではなく、移住者と地域住民
の「あたりまえ」が違うんじゃないかな。
ー私の場合、ルールに対する疑問はなかったですが、
地域行事の日程が2週間前の回覧板でわかることには
最初は戸惑いました。
Ｂ　あるある。地域の人にとっては恒例行事だから困
らないんだよね。
Ｃ　「あたりまえ」の違いを感じた時、それを伝えたく
て会議で私が発言しても、黙っている人が多く、歩み
寄る機会が中々なかった。
Ａ　私が10年前まで町外に出ていた理由もそれだっ
た。秩父の人は基本、あまり人前で意見を言わない。
うちの旦那は、地域のルールをある程度理解してくれ
た上で、理不尽だと思うことは年上の人にも発言して
いた。私にはできないけど（笑）。
ー感じた疑問を話し合えるといいですね。他の地区で
は、引っ越して来たばかりで役職を任され、不安だと伝
えていいのかわからなかったという声も耳にします。
Ａ　うちもＵターンして二年目で、結構重要な役職が
回ってきた。ただ、その時は「できない」と言ったら、意
外と地域の人がわかってくれた。
Ｂ　なるほどね。常識も変化していて、流れを作るの

はこれから生きていく人だってことだね。私も、違和感
を持った慣習があって、その理由を尋ねたことがある。
すると、ルールのほうを変えてくれたよ。
―違和感を伝えたことが良いきっかけになったのです
ね。慣習を見直すにしても、今後は「これまでそうしてい
たから」ではなく、お互いに意味を共有できるものが残
る気がします。例えば、近所づきあいの多さは治安を守
る側面もある、だとか。
Ａ　それはあると思う。学生の頃、自分の通学路に必
ずおばあさん達が何人かいて、前を通りすぎる時は噂
されているようで嫌だった。でも後になって、あれは地
域をパトロールしてくれていたんじゃないか？と気づ
いた。
Ｂ　昔は地域が1つの家族だったんだよね。
Ｃ　とはいえ、私みたいに適度な距離を保ちたい人も
いると思う。移住者だけではなく地元で生まれ育って
も、疑問を抱いている人はいるかもしれない。
Ｂ　まず、Ｃさんが声を挙げることが良いきっかけに
なっていくんじゃない？
Ｃ　そうかな？いずれにしても、小鹿野が住みよい町
になりますように。

　移住者を受け入れる場合、何を守って何を変えるの
かは、各地域でも答えが1つではないだけに、難しい
問題です。ただ、異なる環境で生活してきた移住者は、
地域とは別の考え方・感じ方をしているかもしれない
のだと知っていただきたく、今回ご紹介しました。そし
て、その違いをどう扱うかについては、疑問を持った側
が、まずは相手に伝えることから何かが始まるのでは
ないでしょうか。

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238
地域おこし協力隊　本 奈代子

　3名の移住者に、移住後に感じた疑問について話してもらい

ました。10年前にＵターンしたＡさん、小鹿野町が好きで1年

前に移住したＢさん、住みたい家を見つけたことで数年前に

移住したＣさん。座談会のきっかけは、Ｃさんの「ゴミ捨て場」

に関する率直な“なぜ？”からでした。

※内容を配慮し、仮名とさせていただきました。

第9回  移住者のギモンを語り合う座談会

　町では、新成人の門出を祝福し、右記のとおり成人式
を開催します。対象者には11月下旬頃に案内状を送付
します。
　また、今回から新たな取組として、新成人の皆さんに
は式に出席するだけでなく、式の運営にも参加していた
だきたいと考えています。二十歳の新鮮な感性を反映
させた、今までにない成人式を開催するため、新成人に

よる成人式スタッフを募
集します。あなたの感性
を分けてください。

成人式日程
日時●令和2年1月12日(日)　
　　　開式10:30～(受付10:00～)
場所●小鹿野文化センター
対象●平成11年4月2日から平成12年4月1日までに生
まれた町民及び小鹿野町立中学校卒業者
成人式スタッフ募集
募集人数●10人程度
募集期間●9月30日(月)まで
活動内容●成人式当日の企画運営、司会、催し物の企画
準備、記念品の選定等
活動期間●10月～令和2年2月 
※打合せ会議を月１～2回程度開催予定
申込＆問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課
　　　　　　　☎75-0063

　上記以外にも交付要件等があります。申請の際には、お気軽にお問い合わせください。
町ホームページ
トップ画面 ＞ 暮らし・手続き ＞ 移住支援 ＞ 移住支援金
※本事業は事業費の3/4を埼玉県からの補助金を受けて実施しています。
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238　メール machi@town.ogano.lg.jp
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　私は「子どもは町の宝」町全
体で子育て支援を推進すること
を町政の柱として進めています。
歴代町長も、子どもを生み育て
る施策に一生懸命取り組んでま
いりました。町では、平成27年度
を初年度とする5カ年間の「小
鹿野町子ども・子育て支援事業

計画」を策定し、計画の基本理念を「子どもを生み育
てることに夢をもてるまち」として様々な事業展開を
行っています。
　この計画に基づき、小鹿野保育所に併設されていた
子育て支援センターを旧三田川幼稚園の空き施設へ
移転整備を行うなど、事業内容や人員体制の充実強
化などがなされてまいりました。
　さて、この計画の基になっている幼児数の推計です
が、現在この推計を大きく下回る状況になっています。
計画では、平成３１年１月１日時点で０歳児から2歳児の
推計を191人と想定していましたが、実数は130人で
大幅な乖離が生じています。
　ところで、町の子育て支援策は、県内他市町村と比
較してもトップクラスの充実度であると認識しています。
具体的には、不妊に悩む方へのマイベイビー支援事業、
子育て支援金の給付、義務教育費の無償化（給食費
の無料化、教材費の一部補助）、１８歳までの医療費の
無料化など数多くのメニューがあり、今年度は、第3子
以降の子育て支援金の拡充を行いました。
　このように子育て支援策を行っていますが、町の幼
児数は、平成31年4月1日現在で、平成２８年度生まれ

が４５人、平成２９年度生まれが４３人、平成３０年度生ま
れが３４人と減少しています。平成２０年度生まれの幼
児数が１０４人であることから比較すると推計以上の減
少となっており、県下トップクラスの子育て支援策を講
じながら出生者数の増加が見込めず、大変厳しい状況
となっています。
　このような現状ではありますが、私は子育て支援策
の後退は許されないと考えています。現在、令和２年度
を初年度とする「第２期小鹿野町子ども・子育て支援
事業計画」の策定を進めるとともに、公立保育所と公
立幼稚園の一元化を図るべく幼保連携型認定こども
園の創設に取り組んでいます。
　認定こども園は、保育所と幼稚園の両方の機能を併
せ持った施設で、現在の小鹿野幼稚園を活用して3歳
児から5歳児が利用できるようにし、小鹿野保育所と両
神保育所を小鹿野保育所に統合して、0歳（8か月）児
から2歳児までが利用できる施設とする計画です。
　厳しい町の財政状況ではありますが、幼保一元化を
進めることで、幼児教育・保育環境や事業内容の充実
を図り、将来を担う人材づくりを進めていかなければな
らないと思います。
　認定こども園の創設に向けては、保護者の皆さんと
職員による認定こども園準備検討委員会を組織し、主
な協議事項に関する検討が終了しています。計画では、
認定こども園の開設を来年4月1日に予定しております
ので、引き続き保護者の皆さんや町民の方々にご理解
とご協力をいただきますようお願いいたします。

小鹿野町長　森 真太郎

幼保連携型認定こども園「(仮称)おがのこども園」
の創設に向けて

こんにちは。
町長です。

町長の見て・聞いて・話して
　第18回の事業所訪問は、7月2日に鹿人コンクリート工
業株式会社を訪問し、坂本和久社長にお話を伺いました。
　鹿人コンクリート工業株式会社は、道路や河川工事、宅
地造成などの土木工事で使用される、ヘイベック(大型ブ
ロック)などのコンクリ－ト二次製品の製造及び販売を行う
会社です。1972年(昭和47年)の設立当初は、主に間知ブ
ロックの製造販売でしたが、1981年(昭和56年)にヘイ
ベックの製造販売の権利を取得されました。
　ヘイベックは、間知ブロックの弱点を克服するために30
年ほど前に考案された大型ブロック積み工法です。過去の
経験に基づいた設計法を遵守し「適材適所」を心がけてい
ます。また、大型ブロックの特性を充分に生かした工法が
安全性・経済性・施工性に優れています。
　工場内で製造されたヘイベックは、県内や群馬県を中心
に、関東一円と長野県、山梨県等の様々な現場において施

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.18 ～

「鹿人コンクリート
　　　　工業株式会社」

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。

工されています。
　自社で図面を描き、設計することから、その日のうちに
対応可能なため、災害復旧の際は迅速な対応ができたと
のことでした。
　同社は、暮らしの安全、安心の基盤を支える企業である
とともに、長年の信頼と自助努力があるからこそ、ヘイベッ
クの製造において“日本一”を誇る企業であると感じました。
わが社の主力製品
　当社の主力製品であるヘイベック
は、従来のブロック積み・石積み工法
のように、熟練工、専門工を多数必
要とせず、一般的な重機で早く確実
な施工ができます。ヘイベックの基
本構造は、表面が1㎡(1500㎜×666㎜)の単体で、これを
鉄筋(1㎡あたり2本又は4本の連結鉄筋)で連結させて壁
体を一体化させる構造です。
ここに自信あり
　当社は、依頼を受けると自社で図面作成や安定計算等
を行うため、迅速な対応がお客様から厚い信頼を得ていま
す。
　ヘイベック工法は、様々な事例や指摘の中から工夫・改
良を重ねてきました。大型ブロック積擁壁の先駆者として
全国で施工され30年以上の実績があります。

施工されたヘイベック
(大型ブロック)

▶
坂
本
社
長（
左
）

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地
電 話

代表取締役社長　坂本和久
10名
1972年
小鹿野町般若70
0494-75-0146

会社概要

新製品の説明を受ける森町長

あなたの企業・事業所のPRをしませんかあなたの企業・事業所のPRをしませんか
　町では、人口減少対策の一環として、より多くの若者が
地元への就職を希望されることを目的に、地元企業・事業
所を広く紹介する「事業所ガイドおがの」を作成していま
す。このガイドは、新成人や進路を考えはじめる高校２年生
等に配布するほか、町ホームページにも掲載しています。
　あなたの事業所の魅力や仕事の内容・やりがい等をＰＲ
して、人材確保につなげませんか？掲載にご協力いただ
ける企業・事業所は、提出方法及び提出先を確認のうえ、
申込書を提出してください。（可能な限り電子データで提
出してください。）申込書は、小鹿野庁舎・総合政策課で
配布しているほか、町ホームページからもダウンロードで
きます。
　なお、令和2年1月の成人式に配布するガイドに掲載を
希望する場合は、10月31日（木）までに提出してください。

事業所ガイド掲載先及び申込書ダウンロード
町ホームページ
トップ画面 ＞ 産業・入札・ビジネス ＞ 事業
所ガイドおがの
提出方法●【電子データの場合】下記の
メールアドレスにお願いします。
【書面の場合】小鹿野庁舎・総合政策課まで持参いただく
か郵送でお願いします。
提出先●〒368-0192　秩父郡小鹿野町小鹿野８９番地
　　　　小鹿野町役場　総合政策課
　　　　メール wakate-pt@town.ogano.lg.jp
問合せ●若手職員おがの創生プロジェクトチーム　
産業振興・就労支援班(小鹿野庁舎・総合政策課)
☎75-4197
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農地の利用状況調査を
実施します
農地の利用状況調査を
実施します
　小鹿野町農業委員会では、『農地の利用確認』、『遊休
農地の把握･発生防止･解消』、『違反転用農地の発生防
止・早期発見』を目的として、９月から１１月にかけて農地
の利用状況調査を町内全域で行います。
　調査にあたり、帽子及び腕章を着用した農業委員会委
員が農地等に立ち入る場合がありますが、ご理解とご協
力をお願いします。
問合せ●小鹿野町農業委員会事務局☎79-1101
　　　　(両神庁舎・産業振興課内)

耕作放棄地の草刈りを
お願いします
耕作放棄地の草刈りを
お願いします
　耕作放棄地は、雑草の繁茂や病害虫の発生、鳥獣害、
枯れ草火災の原因やゴミの不法投棄の誘発など、周辺
の農業や近隣住民の生活に大きな影響を及ぼします。
　自ら耕作できない農業者は、農地を他の農業者に貸
すなど、耕作放棄地が発生しないようにしましょう。
　また、農地の権利を有する人は、その農地を農地とし
て利用する責務があります。草木の伐採・病害虫の駆除
を行い、近隣住民に迷惑をかけないように適正な管理を
お願いします。
問合せ●小鹿野町農業委員会事務局☎79-1101
　　　　(両神庁舎・産業振興課内)

　小鹿野地域での就職を希望する人を対象に就職相談
会を実施します。事前の申込は不要で、入退場も自由で
す。ぜひこの機会にご参加ください。
日時●9月25日(水)14:00～16:00
場所●小鹿野文化センタ－
対象●小鹿野地域での就職を希望する人

地域性苗木等配付事業
イロハモミジの苗木を無償配付します
地域性苗木等配付事業
イロハモミジの苗木を無償配付します

マイホーム取得奨励金の交付対象が広がりましたマイホーム取得奨励金の交付対象が広がりました
　地域性苗木等配付事業では、森林の生物多様性と自
然環境を保持した森林保全の推進を図ることを目的に、
町内に山林を所有している個人又は法人に対して、無償
で「イロハモミジの苗木」を配付します。
配付対象●次の項目のいずれかに該当する人です。
■森林整備のため、間伐又は更新伐を行う人
■森林の境界木として、植樹を行う人
■自然環境保全のため、景観樹木として植樹を行う人
■地域資源として活用するため、植樹を行う人
植樹場所●町内に存する土地で地目が山林として登記
されている場所
※ただし、自然環境保全又は地域資源の活用に必要が
あると認められる場合には、この限りでない。
配付樹木●イロハモミジ苗木(高さ50㎝～100㎝程度)
※土地一筆につき10本を上限

その他
■植付けや水やり等の管理は、申請者が行ってくださ
い。
■肥料や資材等は申請者が用意してください。
■枯れ補償は行いません。
■植え付け後に位置図・写真等を提出してください。
申込＆問合せ●9月2日(月)から20日(金)までに申請書
類を提出してください。なお、申請書類は両神庁舎・産業
振興課にあります。また、町ホームページからもダウン
ロードできます。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

直接、採用担当者と面談できるチャンスです!!
小鹿野就職相談会を開催します
直接、採用担当者と面談できるチャンスです!!
小鹿野就職相談会を開催します

　こんにちは。町立病院総合診療
科の山下です。今回からこちらの
コーナー、内田先生からバトンを受
け取りまして、町立病院医師が持ち

回りで病気の解説などをしてまいりますので、どうぞよろしく
お願いします。
　さて、この原稿が広報紙に載る頃にはすっかり残暑の
季節になっていると思います。しかし、9月に入っても油断
できないのが熱中症！昨年は猛暑の影響で、全国で9万
人以上の方が病院に搬送され、160人もの方が亡くなりま
した。秩父郡市内でも、1人の方が熱中症で亡くなられて
います。このように命を奪いかねないような危険な熱中症
は、①温度や湿度が高い環境、②水分不足で汗がかけな
い、などの原因が重なって起こります。
●エアコンや扇風機などで、室温を下げましょう。
　熱中症は日射病とは違い、室内にいてもかかる病気で
す。節電も大事ですが、命を守るために無理せず、エアコン
などを使って熱のこもらない環境を作りましょう。
●こまめに水分補給をしましょう。
　外出や入浴などの汗をかく前は、喉が渇いていなくても
こまめな水分補給を。汗をかいた後は、必ずこまめに水
分・塩分補給を心掛けましょう。ただし、心臓の病気をお

持ちの方は、水分や塩分の過剰摂取は心臓に負担をか
けますので、あらかじめ主治医に相談してください。
●外出の際は、熱中症対策をしっかりと！
　日傘や帽子などで日よけをし、通気の良い服で出かけ
ましょう。外出前に水分は取りましたか？水筒など水分補
給の準備も忘れずに！
●熱中症の症状を知り、早い対応を！
　吐き気、筋肉のけいれん、頭痛、めまい、だるい、頭が
ぼーっとするなどの症状があれば、熱中症の可能性があ
ります。
●意識がしっかりしているなら、スポーツドリンクなどで
水分補給を。
●服をゆるめ、冷やしたタオルなどでわきの下や足の付
け根を冷やす。
●風通しのよい木陰や冷房の効いた部屋など、涼しい
環境に移動する。
●意識がはっきりしなければ、すぐに医療機関へ受診
を！！
　特にご高齢の方や小さなお子さんは、熱中症にかかり
やすいだけでなく、ご自身の症状をはっきりと伝えられな
いことも多く注意が必要です。自分だけでなく、ご家族など
身の回りの方々にも気を配り、残暑を乗り切りましょう！

熱中症にご用心！
小鹿野中央病院　山下 拓斗
気 になるつぶやき

　子育て世帯の住宅取得を支援するマイホーム取得奨
励金制度を改正し、交付対象を拡大しました。
変更点
①中古住宅を取得した場合も対象になりました。
②夫婦いずれかの１親等内の直系尊属が同居する場合
(いわゆる2世帯住宅)も対象になりました。
※平成31年4月1日以降に住宅を取得した場合です。
交付対象●次のすべてに該当する場合です。
■子育て中の世帯(住宅を取得した年度に満15歳以下の
子どもがいる世帯)であること。※2世帯住宅を含む。
■世帯全員が取得した住宅に住所を設定し、現に居住を
開始していること。
■定住促進奨励金の交付を受けていないこと。
■取得した住宅が一戸建ての専用住宅又は併用住宅で
あること。
■町税、国民健康保険税の未納がないこと。
奨励金額
■町内に住所を有する建設業者が住宅の建築を行った
場合20万円
■町外の建設業者が住宅の建築を行った場合10万円
■中古住宅を取得した場合10万円

交付申請●住宅取得後6カ月以内に次の必要書類を持
参のうえ、申請してください。
①マイホーム取得奨励金交付申請書
②世帯全員の住民票(世帯主及び続柄が記載されたも
の)
③町税等に係る納税証明書
④建築請負契約書又は売買契約書の写し
⑤全部事項証明書(登記簿謄本)
⑥２世帯住宅の場合は、当該直系尊属の子の戸籍謄本
※①マイホーム取得奨励金交付申請書は、小鹿野庁舎・
総合政策課にあります。また、町ホームページからもダウ
ンロードできます。
町ホームページ
トップ画面 ＞ 暮らし・手続き ＞ 住まい支援
 ＞ 住まいに関する支援制度 ＞ マイホーム取得奨励金
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課
　　　　　　　☎75-1238
メール  machi@town.ogano.lg.jp町立病院医師の

内容●参加事業所との個別面談(複数事業所可)
持ち物●ハローワークカード(お持ちの人)、履歴書
※参加事業所などの詳しい情報は、町ホームページをご
覧ください。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101
ハローワーク秩父職業紹介部門☎22-3215
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在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用の補助在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用の補助

平成30年度情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況平成30年度情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況

　呼吸器機能障害により、在宅酸素療法による治療を受
けている人に対し、酸素濃縮装置の使用に要する電気料
の一部を補助する制度を設けています。
対象●次の3つにすべて該当する人
①小鹿野町に住所がある人
②酸素濃縮装置を使用する在宅酸素療法を受けていて、
酸素濃縮装置を常時使用している人
③施設等に入所していない人

補助額●月額1,500円 ※9月と3月の2回に分けて支給
申請方法●次の書類に記入し押印のうえ、福祉課に申請
してください。毎年(年1回)申請が必要です。
■補助金交付申請書
■酸素濃縮装置使用証明書(酸素濃縮装置の業者が記
入したもの)
■在宅酸素療法受診証明書(医療機関が記入したもの)

難病患者の通院に要する交通費の補助難病患者の通院に要する交通費の補助
　治療が複雑で長期に及ぶ疾病(難病法に基づく指定難
病、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病及び埼玉県特
定疾患等医療給付事業実施要綱の対象となる疾患並び
に血友病、慢性腎不全)の患者さんが必要とする治療を
受けやすくし、難病の早期治療を図るため、難病患者の通
院に要する交通費の補助制度を設けています。
対象経費
■難病の治療のため通院する場合の交通費
■通院の際に介護が必要な場合は介護者の交通費

対象期間●平成31年4月1日(月)～令和元年9月30日(月)
申請方法●10月18日(金)までに、印鑑、指定難病医療等
の受給者証、本人名義の通帳をお持ちのうえ、福祉課に
申請してください。
※福祉タクシー利用料金助成又は心身障害者自動車燃
料費給付を受けている場合は対象となりません。

心身障害者自動車等燃料費の給付心身障害者自動車等燃料費の給付
　在宅の心身障害者が移動に要する自動車等の運行に
伴う燃料費の一部を給付することにより、経済的負担の
軽減と生活の利便を図るため、燃料費の給付制度を設け
ています。

対象経費●給付申請後、給付資格認定された月以降の燃
料費
給付額●１ℓ当たり50円(自動車は30ℓ/月まで、バイクは
5ℓ/月まで）
申請方法●印鑑、運転免許証、車検証、障害者手帳、本人
名義の通帳をお持ちのうえ、福祉課に申請してください。
※これまでに申請済みの人(給付している人)は、既に送
付している給付請求書用紙に給油時の領収書等を貼付
し、10月4日(金)までに、福祉課に提出してください。
※福祉タクシー利用料金助成又は難病患者通院交通費
補助を受けている場合は対象となりません。

重度心身障害者福祉タクシーの利用料金の助成重度心身障害者福祉タクシーの利用料金の助成
　在宅の重度心身障害者の日常生活の利便を図るため、
タクシー利用料金の一部を助成する制度を設けていま
す。
対象●町内に住所のある人で、次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳1級又は2級
②療育手帳　Ⓐ又はA
③精神障害者保健福祉手帳1級
助成額●初乗り料金が無料になる利用券(24枚)を交付
します。利用券による助成額は、1枚につきタクシー初乗
運賃相当額です。(1回の乗車につき1枚使用)

有効期限●令和2年3月31日まで使用できます。
その他●タクシーを利用するときは、運転者に利用券と
いずれかの障害者手帳を提示してください。
申請方法●印鑑、障害者手帳をお持ちのうえ、福祉課に
申請してください。
※心身障害者自動車等燃料費給付又は難病患者通院交
通費補助を受けている場合は対象となりません。

住民基本台帳法に基づき
小鹿野町住民基本台帳の閲覧者を公表します
住民基本台帳法に基づき
小鹿野町住民基本台帳の閲覧者を公表します福祉課から各種補助のお知らせ福祉課から各種補助のお知らせ 問合せ●保健福祉センター・福祉課

　　　　☎75-4109

対象区分

身体障害者手帳

療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
障害児(18歳未満)

１・２・３級
下肢・体幹障害
視覚障害
Ⓐ･Ａ･Ｂ
１級
等級は問わない

○
○
○
○
○
○※

×
×
○
○
○
○

所有者及び運転者
等級等 本人 家族

※免許がある場合

各種補助に関する申請書は福祉課に
用意してあります。

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211号線舗装工事
小鹿野中学校フラッグポール新設工事
町道両神26・173号線舗装工事
森林管理道北ノ入線改良工事
腰ノ根公衆便所改修工事

ドライブレコーダー購入事業

小鹿野文化センター舞台機構設備
改修工事
小鹿野町地域商社事業調査業務
第2期小鹿野町子ども・子育て支援
事業計画策定業務

乳房用Ｘ線診断装置購入事業

長留地内
小鹿野地内
両神薄地内
般若地内
小鹿野地内

小鹿野町総務課

小鹿野地内

小鹿野地内  他

小鹿野町内

国民健康保険町立
小鹿野中央病院

2,646,000円 
2,235,600円 
1,836,000円 
1,559,800円 
5,434,000円 

1,168,128円 

17,270,000円 

1,273,800円 

2,145,000円 

17,600,000 円

有限会社長若建設
寿産業株式会社
株式会社両神産業
有限会社ミヤテック
落合建設株式会社
有限会社マルヰ
自動車整備工場
三精テクノロジーズ
株式会社東京支店
税理士法人エム・エム・アイ
有限会社地域政策
ネットワーク研究所
島津メディカルシステムズ
株式会社埼玉営業所

～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12月20日
～令和元年12月20日

～令和元年9月30日

～令和2年2月28日

～令和2年1月31日

～令和2年3月25日

～令和元年10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7月31日入札分

■個人又は法人の申出による閲覧

※国又は地方公共団体による閲覧はありませんでした。　　　　　　　問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-1418

(株)タイム・エージェント
(埼玉県県民生活部男女共同
参画課の委託事業者)

埼玉県が実施する「平成30年度男女共同
参画に関する意識実態調査」対象者の抽
出のため

小鹿野町の奈倉地区に在住の
満18歳以上の男女個人35人H30/8/9 

閲覧した機関名 請求事由の概要 閲覧年月日 閲覧にかかる住民の範囲

■個人情報取扱事務の届出件数

実施機関 平成２９年度末
届出済件数

平成３０年度中届出件数
目的外利用　 外部提供

平成３０年度末
届出済件数

町長
教育委員会
選挙管理委員会
公平委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価
審査委員会
議会
合　計

159
13
1
0
0
2

0

0
175

160
13
1
0
0
2

0

0
176

1
0
0
0
0
0

0

0
1

0
0
0
0
0
0

0

0
0

■個人情報目的外利用等の届出件数

■情報公開請求 ■個人情報開示、訂正等請求

実施機関 平成２９年度末
届出済件数

平成３０年度中届出件数
開始　変更　廃止 

平成３０年度末
届出済件数

町長
教育委員会
選挙管理委員会
公平委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価
審査委員会
議会
合　計

757
147
5
2
5
5

2

4
927

758
147
5
2
5
5

2

4
928

1
0
0
0
0
0

0

0
1

0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0

請求状況 決定状況 

22件 22件

公開
部分公開
非公開
その他（取下げ）

請求状況 決定状況 

0件 0件

開示
訂正
削除
目的外利用の中止
外部提供の中止

0件
0件
0件
0件
0件

9件
13件
0件
0件

問合せ●
小鹿野庁舎・総合政策課
☎75-4197
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　地元ボランティ
アの皆さんが運営
している両神山麓
花の郷ダリア園で、
丹精込めて育てた
ダリアが咲き誇り
ます。
　皆さんのご来場をお待ちしています。
開園期間●9月1日(日)～11月3日(日)
開園時間●9:00～16:30　
環境整備協力金●400円
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

両神山麓花の郷
『ダリア園』開園
両神山麓花の郷
『ダリア園』開園

両神農林産物直売所感謝祭両神農林産物直売所感謝祭

　2019年は、当町出身で江戸時代後期に江戸で活躍し
た儒学者・国学者日尾荊山(1789～1859)の生誕230
年、没後160年にあたる記念すべき年です。町では11月
から12月にかけて「小鹿野が誇る大学者　日尾荊山
展」（仮称）を開催する予定です。
　荊山は、日尾根古屋に生まれ幼時から好んで書を読
み、漢文を作り、神童と称されました。16歳で江戸に出て
儒学者亀田鵬斎に入門し、当時の学問を究めます。実践
を重んじ、実践は至誠にありといい、後に湯島に私塾「至
誠堂」を開きます。また国学講究の必要をとなえ、詩・歌・
書に優れた力を発揮し多くの門人を育て、71歳で江戸に

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.17

◆「日尾荊山展」準備進行中◆

没するまで多くの著書を
著しました。妻くに子や娘
直子も優れた学者で、荊
山没後は直子が学問を
継ぎ「竹陰女塾」を開き
ました。
　日尾荊山については平
成５年から同郷の元小鹿
野町長故守屋勝平氏に
より精力的な顕彰活動が
行われ、荊山・直子らの書や遺品など190点が町に寄贈
されました。平成14年にはそれらを公開する「日尾荊山
資料展」を開催しましたが、その後も多くの研究者による
調査・研究が進み明らかになったことも多くあります。
　今回の展覧会では、町で所蔵している貴重な資料の
ほかに新たに明らかになった郷土出身の大学者の事跡
を広く紹介します。
　続報は、11月号に掲載予定です。

東京都荒川区西日暮里修性院に建つ顕彰碑

日尾荊山肖像

VOL.3Let‘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～
　7月14日のボルダリング講習会には、大勢の方にご参
加いただき、ありがとうございました。今回は、当日皆さ
んにご協力頂いたアンケートに基づき、話題を展開して
いきます。　
　最初にボルダリングの目的をお聞きしたところ、1位筋
力アップ、2位運動不足解消、3位ストレス発散の順でし
た。運動不足を解消しストレスを発散すれば、健康増進間
違いなしです。どんどんご利用ください。
　次に新たな施設に期待することをお聞きしたところ、1
位体力向上、2位技術の向上、3位仲間づくりとなりまし
た。ここでも運動することで、健康増進につなげようとす
る意志が感じられました。そして、仲間づくりにつなげた
いということで、普段の生活をより充実したものにしよう
とする意欲も感じ取れました。とても素晴らしいことで
す。
　最後に、核心に触れる質問、新たな施設の利用料の希
望をお聞きしました。結果は、平均で大人750円、子供
380円でした。よりリーズナブルな料金設定を期待し

ていることがよくわかりました。料金を抑えることで利用
回数の増加につなげるのも運営方法として「有り」なのか
もしれません。町では、今回のアンケート結果を参考にし
ながら、今後の施設整備を進めていきます。
　オープンは来年4月です、ご期待ください！　　　　　
　　　　　　　　　　
問合せ●小鹿野庁舎・総務課 まちづくり推進室
　　　　☎26-6581

問合せ●詳しくは、小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括
支援室までお問い合わせください。☎75-4101

10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されます！10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されます！

対象児及び利用料
■３～５歳児 ＝ 無償化
ただし、保護者から実費で徴収している費用(通園送迎
費、食材料費、行事費など)は対象外※です。
■０～２歳児 ＝ 住民税非課税世帯のみ無償化
※給食の食材料費は、原則保護者負担になります。ただ
し、年収360万円未満相当世帯、第3子以降の子どもな
どの副食費は免除されます。第3子以降の子どもの算定
基準はこれまでの保育料の多子減免と同じ扱いとなり
ます。
対象施設及び事業
　幼稚園、保育所、認定こども園に加
え、地域型保育、企業主導型保育事業
も無償化の対象となります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を
利用する場合
幼稚園、保育所、認定こども園等を
利用する場合

対象児及び利用料
■無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認
定」を受ける必要があります。
■3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円まで、
0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月
額42,000円までの利用料が無償化されます。
対象施設及び事業
■認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事
業、ファミリー・サポート・センター事業も無償化の対象
となります。

認可外保育施設等を利用する場合認可外保育施設等を利用する場合

対象児及び利用料
■無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認
定」を受ける必要があります。
■利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で
預かり保育の利用料が無償化されます。

日時●9月15日(日)10:00～14:00
場所●両神農林産物直売所
　　　（道の駅｢薬師の湯｣隣）
内容●たらし焼き・みそポテト販売、みそ
おでん無料試食・ポン菓子無料配布など
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

正午の放送を変更します正午の放送を変更します
　町の観光振興を目的に昭和60年に制作された「小鹿
野まつり音頭」の普及を図るため、9月9日(月)から試験
的に防災行政無線の正午をお知らせするメロディを小
鹿野まつり音頭へ変更します。
　ご理解、ご協力をお願いします。
放送期間●9月9日(月)～10月31日(木)（予定）
放送時間●正午(12:00)の放送
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

ひおけいざん

かめだほうさい

ちくいんじょじゅく

9/29日
ダリアまつり

幼稚園の預かり保育を利用する場合幼稚園の預かり保育を利用する場合
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ちびっこサロン～児童館で遊ぼう‼～ちびっこサロン～児童館で遊ぼう‼～
　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
『遊び教室』です。遊びに来てみませんか？
日時●9月10日(火)、10月8日(火)9:30～11:30
場所●児童館
内容●リズム遊び、ふれあい遊び、トイレタイム、設定遊び、お
やつタイム
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。

妊娠を希望する人への支援妊娠を希望する人への支援
こうのとり健診推進事業（早期不妊・不育症検査助成事業）
　夫婦そろって受けた不妊検査費、不育症検査費を助成しま
す。
　申請時、法的に婚姻関係にある夫婦が、夫婦そろっての不妊
検査、不育症検査を受け、対象となる不妊・不育症検査に対し
て、夫婦につき1回、2万円を上限に助成します。
早期不妊治療助成事業
　埼玉県特定不妊治療費の初回助成(治療区分C、Fを除く)を
受けた人へ治療費の一部を助成します。対象となる人は、初回
治療開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦です。夫婦につき1
回、10万円を上限に助成します。

マイベイビー支援事業
　不妊・不育症治療を行っている夫婦に対して、不妊治療・不育
症治療に要した費用を助成します。不妊治療(体外受精・顕微授
精)に要した費用は、35万円を上限に助成します。体外受精・顕
微授精以外の不妊治療・不育症治療に要した費用は、5万円を
上限に助成します。

※各助成事業の申請は、原則該当年度とな
ります。また、対象となる条件があるため、
詳しくはお問い合わせください。

産後ママのストレッチ教室（予約制）産後ママのストレッチ教室（予約制）
日時●9月25日(水)10:00～11:30
場所●子育て支援センター　
内容●肩こり解消ストレッチ、腰のゆがみ引き締め体操の実践、
個別相談等
講師●なごみ整体院　あん摩・マッサージ・指圧師　
　　　鎌田昌子氏
対象●おおよそ生後5か月までの子どもがいる母親

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。
9月の巡回日＆場所
■9月6日(金)　  長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■9月11日(水)　小鹿野町子育て支援センター
※町の巡回日は、妊娠中期以降から産後の人に個別通知しま
す。予約も取れます。
■9月27日(金)　秩父市子育て支援センター(下郷児童館内)

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 ①９/１１㊌、②９/２５㊌
１０：００～１１：３０

９/２６㊍　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。

９/１９㊍　１０：００～１１：３０キッズサーキット
講師：小寺沙季さん

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
講師の先生による親子の楽しい体操やからだを動かすサーキット遊びを行います。
【持ち物】水筒、タオル等

事業名　　　　　     　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　対象／内容
●予約なし

お子さん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）

9/２5㊌  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

９/５㊍
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歳のお子さんと保護者
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 9月開所日
１１：３０～（水曜日以外）

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
ランチを持参して楽しく食べましょう。

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
親子一緒にふれあって遊びましょう。＊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 9/７、１４、２１、２８
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 ９/１２㊍　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●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。月齢の小さいお子さんから大人まで
楽しめる絵本おはなし会です。

９/１０㊋　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　
A9/6　B9/13　C9/２0　
D9/27
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

９/４㊌  ９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

９/２０㊎  ９：５０～１１：３０ 対象●２歳以上のお子さんと保護者

年齢別講座
よちよち 同年齢の親子がつどい、交流する居場所です。

年齢に応じた遊びをしたり、育児相談をお受け
します。【持ち物】帽子、着替え、タオル、ビニー
ル袋、水筒

９/１８㊌　１０：００～１１：３０
対象●１歳半以上のお子さんと保護者
戸外の心地よい日差し・風を感じながら、一緒に楽しく遊びましょう。
【持ち物】着替え、帽子、タオル、ビニール袋、水筒

公園で遊ぼう
（両神国民宿舎前広場）
雨天時：子育て支援センター

９/１７㊋　１０：００～１１：３０
対象●１歳半～３歳までのお子さんと保護者
離乳食後から大人と同じ食事が食べられるまでの試食体験（無料）です。スプーンや
フォークが上手に使えるようになるために必要なことは？食事のマナーは？一緒に体験し
ませんか。【持ち物】子ども用エプロン、手拭きタオル、ビニール袋、水筒

幼児食体験教室

※申込期限に注意してください。９月２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

▲みんなでじゃがいも
掘り。親子で掘るの
に夢中です。

『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

◀離乳食調理体験。家庭ではなかなか作らないような離乳食のレシピを管理栄養士さんに教えてもらいました。

楽し
いこと

いっぱいあるよ！

▲Ｈ３０年度
生まれのお

子さ

んとお母さ
んの新しい

サー

クルです。
一緒に活動

しま

しょう。お待
ちしていま

す。

▲大きいおいもがいっぱい掘れたよ。

子育て支援センター
『七夕夏まつり』 
子育て支援センター
『七夕夏まつり』 
子育て支援センター
『七夕夏まつり』 
子育て支援センター
『七夕夏まつり』 7/31

広報 おがの 子育て支援 子育て支援 広報 おがの

14 広報 おがの　9月号 15広報 おがの　9月号

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。



No.1

　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●9月24日(火)13:00～
場所●児童館(2歳児健診会場)　
※健診対象児童のみ

ブックスチャレンジ(2歳児)ブックスチャレンジ(2歳児)

　下記の期間中、エレベーターが使用できません。ご不
便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
期間●9月9日(月)～20日(金)

両神ふるさと総合会館の
エレベーター改修工事を行います
両神ふるさと総合会館の
エレベーター改修工事を行います

プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)
日時●9月10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●9月28日(土)10:30～
場所●両神ふるさと総合会館・視聴覚室
内容●絵本・紙しばい・工作

日時●9月26日(木)、10月3日(木)、10日(木)19:00～20:30
場所●小鹿野文化センター・会議室
講師●宮城和歌夫さん(小鹿野未来塾講師)
内容●英語版の日本国憲法を読んでいきます。
対象●高校生以上
定員●15人
費用●なし
申込＆問合せ●9月2日(月)から受付開始です。電話でお申し
込みください。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

今こそ、日本国憲法の英語版を読む講座

日時●9月21日(土)10:30～
場所●小鹿野文化センター・和室
対象●幼児、小学生、親子
　　　※申込不要です。
問合せ●小鹿野文化センター・
中央公民館☎75-0063

楽しいおはなしの会

日時●10月26日(土)
6:00小鹿野庁舎発　18：00小鹿野庁舎着(予定)
場所●群馬県　黒檜山(赤城山)
定員●35人(申込順)
費用●6,500円
申込＆問合せ●9月2日(月)～27日(金)の間に小鹿野文化セン
ターへお申し込みください。(平日8:30～18:00)小鹿野文化
センター・社会教育課☎75-0063

ファミリーハイキング
赤城山の最高峰「黒檜山」

　古い温泉旅館を舞台に、両親を亡くした小学６年生の女の
子・おっこがふしぎな仲間に助けられながら成長していく物語
です。人気児童文学が原作のファンタジーな世界。大人も子ど
もも楽しめる話題のアニメ映画。ぜひお友達や家族と一緒に見
に来てね。
日時●10月5日(土)14:00～(開場13：30～）
場所●小鹿野文化センター・ホール
対象●幼児、小学生、親子　※申込不要
費用●前売り一般800円、ペア1,400円(4才以上）
問合せ●西秩父親と子のよい映画を見る会
　　　　☎75-1632(黒田まで)

第53回親子映画会「若おかみは小学生」

日時●9月11日(水)、25日(水)、10月9日(水)、23日(水)
13:30～15:30
場所●両神ふるさと総合会館・研修室Ａ
講師●大野毛糸店　大野しげ子さん
内容●かぎ針編みでベストを作ります。
定員●15人　 　
費用●2,000円程度(毛糸代)
持ち物●かぎ針、筆記用具
申込＆問合せ●9月2日(月)から受付開始です。電話でお申し込
みください。
両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

毛糸屋さんの編み物教室

日時●９月２４日（火）、１０月８日（火）
場所●両神ふるさと総合会館・研修室Ｂ・Ｃ
講師●内田智子さん
内容●来年の干支（子）を押し絵で作ります。
定員●１５人　　
費用●１，８００円
持ち物●はさみ、おしぼりタオル、ピンセット、目打ち、綿
申込＆問合せ●9月2日(月)から受付開始です。電話でお申し
込みください。
両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

押し絵教室

おはなし会おはなし会

　蔵書点検のため、下記の期間図書館本館を休館します。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
期間●9月17日(火)～20日(金)

蔵書点検を実施します蔵書点検を実施します

雑誌･新聞一覧雑誌･新聞一覧 　今月は、図書館にある雑誌・新聞を紹介します。各種雑誌は、貸出ができます。
ただし、最新号は閲覧のみです。皆さんのご利用をお待ちしています。

日時●10月5日(土)10:00～15:00
場所●小鹿野文化センター
内容●お見合いマリーゴーランド(参加者全員との１対１のお
話しタイム)を行います。小鹿野町の秋の味覚を全員にプレゼ
ントします。
対象●20歳～59歳の独身男女
定員●男女各20人(定員を超えた場合は抽選)
費用●1,000円(飲食代)
申込＆問合せ●9月17日(火)までに電話でお申し込みください。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

婚活イベント　婚活の秋
～小鹿野で恋をみ～つけた～

　今年で43回目となる両神ふるさとまつり文化展に展示する
一般作品を募集します。自作の絵画・工芸品・書等の出展を希
望の人は、10月18日(金)までに出展者・作品名を明記のうえ、
両神ふるさと総合会館・両神公民館まで作品をお持ちくださ
い。皆さんからのご出展をお待ちしています。
問合せ●両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

第43回両神ふるさとまつり文化展
一般作品募集

くろびさん

趣味 文芸・総合誌 教育・子育て ライフ

◆ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル）　　
◆サライ　　　　　　　　　　
◆旅行読売　
◆散歩の達人
◆旅の手帳 〔分室〕
◆歴史街道
◆日経ＰＣ２１　　　
◆ＮＥＷＴＯＮ（ニュートン）
◆岳人　
◆ＣＤジャーナル
◆月刊折り紙
◆ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン）
◆すてにきハンドメイド
◆趣味の園芸　　　
◆現代農業
◆やさい畑
◆ＰＨＯＴＯＳＡＩ（ふぉとさい）
◆Ｎｕｍｂｅｒ（ナンバー） 〔分室〕

◆週刊文春
◆週刊女性自身
◆ゆうゆう
◆婦人公論
◆本の雑誌
◆小説新潮
◆月刊ＰＨＰ
◆ダ・ヴィンチ
◆ＭＹＯＪＯ（明星） 〔分室〕

◆ＰＨＰのびのび子育て
◆Ｐｉｃｃｏｌｏ（ピコロ）
◆学校図書館
◆みんなの図書館
◆ＭＯＥ（モエ）
◆ｔｏｃｏｔｏｃｏ（トコトコ）
◆かぞくのじかん

◆オレンジページ
◆レタスクラブ
◆からだにいいこと
◆かぞくのじかん
◆うかたま　◆ＥＳＳＥ（エッセ）
◆クロワッサン
◆きょうの健康
◆きょうの料理
◆ＴＵＲＮＳ（ターンズ）　
◆リンネル 〔分室〕
◆暮らしの手帳 〔分室〕

新聞

◆朝日新聞　　◆毎日新聞
◆読売新聞　　◆埼玉新聞
　　　　　　　〔分室含む〕
◆日本経済新聞
◆スポーツニッポン
◆毎日小学生新聞

子ども

◆子供の科学
◆たくさんのふしぎ
◆こどものとも
　（０１２･年少版・年中・年長向き）
◆月刊かがくのとも
◆ちいさなかがくのとも
◆月間ニュースがわかる 〔分室〕

ファッション

◆Ｗｉｔｈ（ウィズ）
◆ｎｏｎ－ｎｏ（ノンノ）
◆ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）
◆Ｏｇｇｉ（オッジ）
◆ＭＥＮ’Ｓ ｎｏｎ－ｎｏ（メンズノンノ）
◆ｎｉｃｏｌａ（ニコラ）
◆ｐｏｐｔｅｅｎ（ポップティーン） 〔分室〕

図書館Q&A図書館Q&A
　今回から図書館Ｑ＆Ａを連載します。
　図書館ってどんなところ、お金が必要なのって思っている人のために、図書館に
ついてよくある質問をご紹介します。

図書館で本を借りるのにお金がかかるの？

お金はかかりません。本や雑誌、ＣＤ、ＤＶＤが無料で借りられます。
ただし、はじめに館外利用の登録をしてください。もちろん、登録も無料です。
登録するときには、本人確認の書類が必要となります。免許証や保険証をご持参ください。

Q

A

※〔分室〕＝分室にある雑誌です。

図書館・生涯学習 広報 おがの

16 広報 おがの　9月号 17広報 おがの　9月号

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
町立図書館
町立図書館
分室　

２日（月）、９日（月）、１７日（火）～２０日（金）、２４日（火）、３０日（月）、
１日（日）、７日（土）、８日（日）、１４日（土）、１５日（日）、１６日（祝）、
２１日（土）、２２日（日）、２３日（祝）、２８日（土）、２９（日）

9月の
休館日



相
談
員

休日急患当番医休日急患当番医

埼玉県ＡＩ救急相談を本格導入埼玉県ＡＩ救急相談を本格導入

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●9月17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●①9月10日(火)、24日(火)
　　　　9:00～12:00
　　　②平日(月～金)9:00～17:00
相談員●地域包括支援センター保健師
場所●保健福祉センター
②の場合、又は訪問を希望される場合は、事前
にご連絡をください。

結婚相談
▶問合せ／中央公民館 ☎75-0063

日時●9月11日(水)18:00～20:00
相談員●近藤須美子さん
　　　　髙岸友行さん
　　　　北ヱイ子さん
　　　　眞下　登さん
場所●小鹿野文化センター
※電話相談もご利用ください。

心配ごと相談
▶問合せ／小鹿野町社会福祉協議会 ☎75-4181

　日常生活のあらゆる不安や悩みご
とのご相談に応じます。
■毎週木曜日実施(祝日は行いません)
日時●毎週木曜日 10:00～15:00
相談員●山崎登志男さん
場所●児童館
※第3木曜日は両神振興会館

秩父保健所の各種相談 ※要予約
▶問合せ／秩父保健所 ☎22-3824

■子どもの心の健康相談
相談員／医師
日時●9月10日(火)13:30～
相談員／臨床心理士
日時●10月25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●10月16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●9月27日(金)14:00～17:00
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●9月19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●10月16日(水)10:00～12:00
相談員●柴﨑　了さん
　　　　横田岩雄さん　
場所●両神振興会館

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

9月1日
8日
15日
16日
22日
23日
29日

9月1日
8日
15日
16日
22日
23日
29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
小鹿野町
皆野町
小鹿野町
相生町
小鹿野町

☎75-2332
☎75-2332
☎75-2332
☎62-7878
☎75-2332
☎26-7001
☎75-2332

小鹿野中央病院（内） 
小鹿野中央病院（内） 
小鹿野中央病院（内） 
みなのハートクリニック（内・循）
小鹿野中央病院（内）
あいおいクリニック（内・消）
小鹿野中央病院（内）

診療時間／8:30～翌日の8:30

皆野町
皆野町
和泉町
皆野町
桜木町
皆野町
和泉町

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

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

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

※18:00以降は必ず電話で確認のうえ、受診して
ください。

■休日在宅歯科当番医
　 診療時間／10:00～13:00

9月15日
16日
22日
23日

長瀞町
大野原
皆野町
上町

☎66-3418
☎24-4184
☎62-3597
☎22-0594

野上歯科医院
内田歯科医院
皆野歯科医院
上町吉田歯科医院

※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

9月7日・21日
14日
28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。

　埼玉県では、県民の不安解消や医療機関への適正受診
を更に推進するため、救急電話相談(＃7119)に加えて、全
国で初となるＡＩを活用した「埼玉県ＡＩ救急相談」を導入し
ましたので、ご活用ください。
　ＡＩ救急相談は、スマートフォンやパソコンから利用でき
ます。
●利用者がチャット形式のフリー入力で相談した内容をも
とに、可能性のある症状を案内します。
●利用者が選択した症状について「今すぐ救急車を呼び
ましょう」や「現時点では医療機関に行く必要は無いでしょ

う」といった緊急度の判定を行います。
●症状によっては、家庭での対処法について助言します。
●スマートフォンを利用していれば、チャット画面から埼玉
県救急電話相談(＃7119)や119番への電話が可能です。
●チャットでの相談内容を埼玉県救急電話相談の相談員
に引き継ぐことも可能です。

検索埼玉県AI救急相談

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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両神保育所夏まつり
7/19

小鹿野保育所
夏まつり
7/20

八阪神社・八雲神社 夏まつり　7/26、27【＝表紙関連】

小鹿野幼稚園
こどものまつり
7/28

おがの
七夕フェスティバル
8/3

ボルダリング講習会
7/14
(小鹿野町両神体育館)
参加者●55人
講師●平山ユージさん
　　　嵯峨　 敦さん
　　　石松大晟さん

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

小鹿野町より鳥獣捕獲等従事
者証をいただきました！（片桐）企業誘致の一環でコニカミノルタ(株)

様に小鹿野に来訪して頂き、課題の洗
い出しを行いました。(写真:息子の丈
が1歳になりました。)（工藤）

岐阜県谷汲ゆり園へ視察
村おこしのために山を切り開きダ
リア園に状況も似ています。（沢田）

小鹿野夏祭りにてお神輿
を担ぎました。（太田）

初任行政研修にて鳥獣害対策について
ご説明させていただきました。（星）

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.27VOL.27

紫雲山地蔵寺盂蘭盆会
8/13（飯田）

町内のイベントに合わせて観光交流館で
毘沙門麦茶やお菓子をお出ししたり、ライ
ダー宿のポスターやおもてなしTVに出
させていただきました！（宮本）

▼Twitter・Instagramを始めました
　twitter.com/@Riho_ogano
　instagram.com/riho_ogano
　小鹿野での日々をアップ中！

長若第2老人クラブ環境整備活動
8/9
毎年、サルビアのプランターをい
きいき館や長若小学校、長若交差
点付近に飾り、環境整備にご尽力
されています。

20 広報 おがの　9月号  21広報 おがの　9月号

小鹿野

フォトニュース
小鹿野

フォトニュース
フォトニュース 広報 おがの



我が家の

天使天使

国民宿舎両神荘休館のお知らせ国民宿舎両神荘休館のお知らせ

　国民宿舎両神荘は、右記の期間中全館休館とさせて
いただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。なお、休館期間中も、電話予約(8:00～
17:00)とレンタサイクル貸出(9:00～17:00)は受け付
けています。

障害のある人の支援施設を紹介します障害のある人の支援施設を紹介します

長留
高橋　純さん・真紀さん

唯奈(ゆいな）ちゃん　姉

一颯(いぶき）くん　　兄

希輔(きすけ）くん　　弟

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

※
防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容「
訃
報（
告
別
式
の
お
知
ら
せ
）」は
、電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。　
専
用
電
話
番
号
☎（
79
）1
7
6
1

7月
3日
5日
11日
11日
12日
15日
16日
20日

長留
小鹿野
下小鹿野
両神小森
両神薄
両神小森
下小鹿野
下小鹿野

長留
下小鹿野

６月
25日
26日

今井 葉南（健司）
新井 蒼真（真輝）

  はな

 そうま

両神薄
小鹿野

7月
19日
24日

田中 夢希斗（基之）
黒田 芽生（英昭）

 ゆきと

 めい

ご出産おめでとうございます。
《７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。
《7月中の同意書届出・敬称略》

6月
19日
28日

三山
両神小森

浅見 はつ（71）
逸見 トラ（１００）
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簡単な手話を覚えましょう【第12回】簡単な手話を覚えましょう【第12回】 メール119通報システム
のご案内

メール119通報システム
のご案内

両手人差指を前に向けて並べ、同じ方向に同時に回転する。

板倉 アイス（９４)
新井 金代（６８)
宮前 和夫（７９)
髙橋 トキ（９７)
濵田 セツ（９１)
黒沢 忠𠮷（８８）
内田 純子（４８）
髙橋 千江（９５）

　メール119通報システムを利用することにより、音
声による119番通報が困難な聴覚障害、音声障害、言
語障害のある人等が、携帯電話やパソコンの電子
メール機能を利用して消防車や救急車を要請するこ
とが可能となります。詳しくは、秩父消防本部HPをご
覧ください。
問合せ●秩父消防本部指令課☎21-0119　
　　　　FAX 21-0124
メール syoubousirei@union.chichibukouiki.lg.jp
※メール119通報システムによる緊急通報時のメー
ルアドレスではありません。
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問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

事業所名（法人の名称）

ユーアイハウスおがの
（社会福祉法人美里会）

きづな
（特定非営利活動法人
障がい者自立支援農場きづな）

障害者支援施設
施設入所  50
生活介護  50
短期入所    4

三山2213-1 72-5011／76-0007

就労継続支援B型事業所 20 長留3545 75-2049／75-4145

アンゴラ王国
（NPO法人小鹿の夢）

就労継続支援B型事業所 20 河原沢767-1 26-7171／26-7172

施設の種別 定員 所在地 電話番号／FAX番号

平日の日中活動では、かりんとう、野菜作りを行っています。休日は地域への買物や行事等に
参加しています。

アンゴラ兎の飼育全般作業、農作業、手芸品製造販売など各利用者様に合った作業内容を
ご提供します。

就労支援施設ぶんぶん
（社会福祉法人
小鹿野ひまわり福祉会）

就労継続支援B型事業所 20 下小鹿野2464-1 26-6100（FAX兼）

全員で作れるようすべて手作りです。かりんとう、クッキー、しゃくし菜入りもろこしおやき、
カップケーキ。

おがのふれあい作業所
（小鹿野町）

地域活動支援センター 20 小鹿野274 75-4111（FAX兼）

内職、清掃、石けん作り、手工芸品作りなど。

星降る下で
（NPO法人小鹿の夢）

共同生活援助事業所
（グループホーム） ７ 両神小森80-1 26-7171／26-7172

一人ひとりの個性を理解しながら、穏やかに安心して生活が出来る共同生活の場をご提供
します。

特別養護老人ホーム花菖蒲・
両神
（社会福祉法人秩父正峰会）

生活介護事業所 ３ 両神薄1060-1 72-8050／79-0012

両神薄にて地域貢献の一環として障害者生活介護事業を実施しています。お気軽にお問い
合わせください。

　今年も地域の皆様との交流を深めるべく、「架け橋」をテーマ
に楽しいイベントを開催します。皆さんお誘い合わせのうえ、
ユーアイハウスに遊びに来てください。
日時●9月22日(日)10:30～14:00　※雨天中止
場所●ユーアイハウスおがの
内容●抽選会、カラオケ大会、屋台囃子(栗尾太鼓会)、新日本舞
踊（こじか舞踊会）、フラダンス(レイ・レフア・マモ)、ゆるキャラ出
演、石釜ピザ等各種売店 ほか
問合せ●ユーアイハウスおがの☎72-5011

第18回ユーアイフェスティバル

テーマ「架け橋」
第18回ユーアイフェスティバル

テーマ「架け橋」

休館期間●9月4日(水)10:00～5日(木)11:30
問合せ●国民宿舎両神荘☎79-1221

仲よし3人きょうだい♡

おねえちゃん、

おにいちゃん大すき‼
仲よし3人きょうだい♡

おねえちゃん、

おにいちゃん大すき‼

牧場：肉牛肥育、堆肥作り
レストラン：接客、調理補助 検索秩父きづな

みんなの広場 広報 おがの
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日時●9月24日(火)13:00～13:50
場所●児童館
該当児●【1歳6か月児】平成30年2月～3月生まれ
【2歳児】平成29年8月～9月生まれ
持ち物●【1歳6か月児】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か月児、２歳児健診

日時●9月6日(金)13:00～13:50
場所●児童館　　該当児●平成28年4月～6月生まれ
※検尿・視聴覚のアンケートを行います。用紙は事前に配付し
ますので健診時にお持ちください。

３歳児健診

■長寿筋力アップトレーニング教室
　筋肉を鍛えることで、いつまでも若々しい体を保つことがで
きます。筋肉も含め、体を動かす機会をつくりませんか？
日時●①9月11日(水)、25日(水)14:00～15:00
　　　②9月12日(木)、26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●9月19日(木)、27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●9月18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、お気軽にお問い合わせのうえ、ご参加ください。
日時●9月20日(金)10:00～13:00　　場所●長寿ハウス
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
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？

9月10日～16日は自殺予防週間です9月10日～16日は自殺予防週間です

　町では、平成30年3月に小鹿野町いのち支える自殺
対策計画を策定しました。全国では、年間2万人もの人
が自ら命を絶っており、深刻な社会問題となっていま
す。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過
労、失業、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや社会的
孤立など様々な要因があります。自殺の多くは、心理
的に追い詰められ「死ぬしかない」という選択肢しか考

献血にご協力ください献血にご協力ください
　病気やけがの治療のために、日本国内では毎日約
3,000人もの患者が輸血を受けています。近年、少
子高齢化により献血者数は年々減少傾向にありま
す。特に暑い季節は血液が大変不足します。ぜひ、大
勢の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
日時●9月10日(火)10:00～12:00　
　　　　　　　　  13:15～15:30
場所●小鹿野文化センター
　　　献血カードをお持ちの人はご持参ください。

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。
乳がん･子宮頸がん検診
日時●10月７日(月)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●60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。
※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、個別がん検診の申込は常時受付けて
います。)

特定健診(集団健診)を受けましょう特定健診(集団健診)を受けましょう
　町で実施する集団健診では、心電図検査・肺がん
(結核検診)・大腸がん検診が同時に受けられます。
(がん検診は、年齢により自己負担があります。)
　また「35歳からの生活習慣病対策」として、国保加
入者であれば35歳から特定健診と同様の健診が無
料で受けられます。
対象●35歳以上の国民健康保険加入者、75歳以上
の後期高齢者医療保険加入者
日時●9月30日(月)、10月1日(火)13:00～14:00
場所●児童館
持ち物●健康保険証、個別通知を受け取っている人
は受診券、受診票、レントゲン問診票(希望者)に必要
事項を記入して持参してください。
申込●保健課窓口又は電話でお申し込みください。
※今年度の集団健診は、今回で終了です。

Hm4 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●9月10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●9月17日(火)10:00～12:00　　場所●児童館
対象●認知症の人を介護する家族

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●9月9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

■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●9月9日(月)15:00～16:30
場所●いきいき館　　対象●30歳～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、心臓病などの持病がある人は、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●9月10日(火)、24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　

Hm1

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。
日時●9月5日(木)、19日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター　　対象●65歳以上の人

Hm1バンビちゃんの会

えられない危機的な状態に追い込まれてしまった末の
死です。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」です。危機に陥った時には、誰か身近な人
(家族や友人、同僚など)に助けを求めることが大切で
す。身近な人に相談できなかったり不安が強い場合に
は、医療機関や専門の相談窓口を利用しましょう。

※疾患のある人は事前に主治医に相談後、お申し込みください。
※書類の記入がありますので、講習会の開始10分前には
来館してください。
■いきいき館夜間開放日
　初回講習会を受けた人は、受講証明書を持ってご利用ください。
日時●毎週火･水･木曜日(祝日は休館) 17:30～21:00(最
終入館20:30まで)
※9月の開放日は、3日、4日、5日、10日、11日、12日、17日、
18日、19日、24日、25日、26日(12日、26日は運動教室有）

『捨てないで　夢と希望と　その命』

■ひきこもり相談（要予約）
日時●9月27日(金)14:00～17:00
場所●保健福祉センター
■こころの悩み何でも相談（要予約）
日時●9月19日(木)13:00～16:00
場所●保健福祉センター

■小鹿野町いつでも健康相談
　　0120-554-245（小鹿野町民のみ利用可）
■自殺予防週間特設コーナー
　自殺予防週間には、図書館に特設コーナーを設置し
ます。関連書籍やリーフレット等設置しますので、あな
たと大切な人の命を守るために、お立ち寄りください。
■埼玉いのちの電話
　　048-645-4343

※「ひきこもり相談」「こころの悩み何でも相談」「小鹿野町いつでも
健康相談」は、「無料相談・医療のページ(今月号は18・19ページ)」
でも毎月掲載しています。

いのちの大切さに関する標語　
一般の部　最優秀賞

お願い●400mL採血の基準を満たしている人は、ぜ
ひ400mL献血のご協力をお願いします。200mL献
血については、必要量が集まり次第終了させていた
だく場合がありますので、
ご了承ください。

保健・福祉 広報 おがの広報 おがの 保健・福祉

24 広報 おがの　9月号 25広報 おがの　9月号

保健・福祉
保健課 健康増進·地域包括担当
☎75-0135  FAX75-4710

※問合せの表記がない記事はこちらが連絡先です。



●ウマとのふれあいコーナー
日時　9月8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
●みどりの村秋の山歩き(きのこを
見つけるぞツアー)
日時　10月6日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　全体
費用　500円　定員　20人(抽選)
締切　9月20日(金)必着
●サツマイモ掘り体験
日時　10月13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　9月27日(金)必着
●ハーバリウム・プリザーブドフラワー教室
日時　10月20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　10月4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

●「中津川写真展」作品募集
募集期間　9月1日(日)～10月6日
(日)　※当日消印有効
どなたでも応募できます。応募数は
一人二点以内とします。応募用紙に
必要事項を明記し、応募作品の裏に
貼付して埼玉県森林科学館へ郵送し
てください。
内容　彩の国ふれあいの森の風景、
巨木、渓谷、滝、野鳥、野生動物などの
カラー写真(四つ切り253×305mm
又はＡ4サイズ)を埼玉県森林科学館
第一学習室に展示します。
※作品は返却できません。また、作品
制作及び作品送付に係る費用は自己
負担です。
展示期間　10月19日(土)～11月
17日(日)
※応募要項及び応募用紙は、ふれあ
いの森HPよりダウンロードしてくだ
さい。
※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

●林業体験(木や枝を切ってみよう)
日時　①9月14日(土)②10月5日
(土)10:00～14:00
内容　ノコギリを使っての枝打ちと
間伐を体験します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円
定員　各日10人(申込順)
締切　①9月11日(水)②10月2日(水)
●秋の自然観察会(山野草など)
日時　9月28日(土)10:00～14:00
内容　県民の森で秋の自然観察会を
森林インストラクターの案内で行い
ます。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円
定員　20人(申込順)
締切　9月25日(水)
申込&問合　いずれのイベントも電

埼玉県県民の森のイベント

●スターウォッチング
日時　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
秋の星座を観察します。
対象　一般　費用　無料　
●横瀬 寺坂棚田 ブドウ・シイタケ狩
りハイク(町道6km)
日時　9月19日(木)9:00～15:00
場所　西武鉄道「横瀬駅」集合
内容　横瀬駅から秩父札所・寺坂棚
田を経てブドウ農園でブドウ狩り、シ
イタケ狩りを楽しむハイキング
対象　一般20人(申込順)
費用　3,000円程度(ブドウ狩り、食
事代含む)
申込&問合　いずれのイベントも9
月1日(日)から電話でお申し込みくだ

さい。県立大滝げんきプラザ
☎55-0014

大滝げんきプラザのイベント

部門　①一般写真部門、②モバイル
写真部門
テーマ　①「埼玉の四季」、②「埼玉の
魅力」、①②共通「フリーテーマ」
条件　平成29年1月1日以降に埼玉
県内で撮影された未発表の作品
締切　11月18日(月)17:00必着
※応募要領は県議会ＨＰからダウン
ロードできます。
問合　埼玉県議会事務局政策調査課
☎048-830-6257
https://www.pref.saitama.lg.jp/
s-gikai/index.html

埼玉県議会フォトコンテスト作品募集

日時　9月16日(祝)14:00～(開場
13:30～)
場所　秩父ミューズパーク音楽堂
(入場無料)
曲目　雛の春秋、懐しい歌、世界のう
た篇 より
ゲスト　Chor Ursa Major(男声ア
ンサンブル)
問合　☎090-3520-5579(新井まで)

ちちぶ女声合唱団
クラングファルベ演奏会

　環境保全の意識醸成及び行動促
進を図るため、他の模範となる優れ
た環境保全の取組を行う個人、県民
団体及び事業者を埼玉県知事が表
彰します。
応募資格　県内で活動する個人、団
体及び事業者 ※自薦、他薦は問いま
せん。
申込＆問合　埼玉県環境政策課の
ホームページを確認のうえ、10月4
日(金)までにお申し込みください。埼
玉県環境部環境政策課
☎048-830-3019

令和元年度
彩の国埼玉環境大賞の候補者募集

第15回 歯～とふる秩父

日時　9月22日(日)13:00～
場所　秩父歴史文化伝承館2階・
ホール
内容　①8020よい歯のコンクール
表彰式②歯と口の啓蒙ポスター＆標
語コンクール表彰式
講演会　【講師】小鹿野中央病院　
内田　望　院長
問合　平沼歯科医院
☎22-0790

子育てハッピー県営住宅入居者募集

　若い子育て世帯を支援するため、
県営住宅に専用枠を設け、入居者を
募集します。
対象　夫婦がともに39歳以下の世
帯(子どもの有無は問いません。)
※収入等の各種条件があります。
入居申込書　両神庁舎・建設課で配
布しています。
入居予定日　令和元年12月23日
(月)以降
申込＆問合　10月1日(火)～21日
(月)まで(消印有効)に入居申込書を
埼玉県住宅供給公社に郵送してくだ
さい。
〒330-8516さいたま市浦和区仲町
3-12-10埼玉県住宅供給公社

☎048-829-2875

彩の国動物愛護推進員募集

募集期間　9月2日(月)～11月29日(金)
活動内容　動物の愛護と適正な飼養
･管理の重要性について、地域住民の
理解を深めるための啓発活動や地域
住民の求めに応じた、繁殖制限措置
に関する助言や譲渡仲介の支援など
申込＆問合　埼玉県ＨＰ又は各保健
所、県動物指導センターの窓口に設
置する募集要領をご覧ください。埼
玉県生活衛生課☎048-830-3612
『彩の国動物愛護推進員』で検索

●アランとみっちの「真昼のドキドキ
ライブ」
日時　9月29日(日)13:00～15:00
場所　ムクゲ自然公園・森のホール 
費用　大人2,000円、小学生1,000
円(ドリンク付き)
●オーロラメッセンジャー中垣哲也
オーロラ上映＆トークライブ
日時　10月5日(土)
　　　【1回目】17:30～19:15
　　　【2回目】20:00～21:45
場所　ムクゲ自然公園・多目的ホー
ル ＵＦＯ
費用　一般1,000円、中高生500円
定員　各回30人 ※予約が必要です。
申込＆問合　ムクゲ自然公園
☎62-1688

ムクゲ自然公園からのお知らせ

●Ｊｗ_ｃａｄ(建築系)発展
日時　11月9日(土)、16日(土)
両日とも9:00～16:00　
費用　受講料2,000円、テキスト代
3,200円＋税
申込＆問合　10月1日(火)～10日
(木)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

イ ベ ン ト

募 集

案 内

　秩父地域では、日本酒・焼酎・ワイ
ン・ウイスキー・ビール等のお酒が製
造され、注目を浴びています。秩父地
域おもてなし観光公社では、お酒を
嗜むイベントを埼玉県と共同開催し
ます。（入場無料）
日時　9月8日(日)11:00～17:00
場所　西武秩父駅前温泉 祭の湯
内容　「建国宣言」秩父のお酒で一斉
乾杯、アキラ100%さんによるトーク
ショー、秩父で採れるフルーツとお酒
のコラボ など
問合　秩父地域おもてなし観光公社
☎26-6260

ちちぶ乾杯共和国イベントを
開催します！

世良公則O-Kiraku Live2019
～acoustic Live～
　　　　in秩父ミューズパーク

みずうえともか改メ
星ともか新曲発表コンサート

日時　11月17日(日)
17:00～(開場16:30～)
場所　秩父ミューズパー
ク音楽堂
費用　入場料6,000円
(全席指定)
チケット取扱　9月19日
(木)10:00から秩父開発
機構、矢尾百貨店、秩父
音楽サービスにて一般販
売を開始します。電話受
付は、同日14:00から開
始します。(秩父開発機構
窓口で完売した場合はお受けできません。)
問合　(株)秩父開発機構☎23-1002

日時　12月15日(日)
14:00～(開場13:30～)
場所　秩父ミューズパー
ク音楽堂
費用　入場料3,000円
(全席指定)
チケット取扱　9月15日
(日)から秩父開発機構、
韓国居酒屋うみとそら、
西武秩父駅前ちちぶ飯店、
秩父ふるさと館内逸見織
物にて一般販売を開始し

ます。（各所営業時間内のみ販売）
問合　星ともか音楽事務所☎080-5520-0520(宮本
まで)

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
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　10月1日(火)から7日(月)は公証週
間です。
　秩父公証役場では、期間中の平日
に時間を延長してイブニング相談を
行います。
　遺言、離婚に伴う給付契約、任意後
見契約、信託、会社設立時の定款作
成など公証役場での業務について、
お気軽にご相談ください。相談は無
料です。
　なお、相談は予約制となりますの
で、ご希望の時間にそえない場合が
あります。
予約＆問合　秩父市野坂町1-20-31
(西武秩父駅前MTビル１階)
秩父公証役場☎23-3788

━未来への約束を、公正証書が守ります━
公証週間期間中のイブニング相談を行います
(平日17:00～19:00)

　秩父地域1市4町(秩父市・横瀬町・
皆野町・長瀞町・小鹿野町)では、国の
創業支援事業計画の認定を受け、地
域内で創業を希望する皆さんを支援
しています。
　現在、商工会議所・各商工会と連携
して「ちちぶ地域創業サポート窓口」
を開設し、創業に関する相談に対応し
ています。ぜひ、ご活用ください。
窓口の概要
【ワンストップ窓口】秩父商工会議所、
荒川商工会、西秩父商工会、皆野町
商工会、長瀞町商工会
【サテライト窓口】秩父市(企業支援
センター)、横瀬町(振興課)、皆野町
(産業観光課)、長瀞町(産業観光課)、
小鹿野町(産業振興課)
対応内容
■創業(創業前・後)に関する情報の
提供、対応方法のアドバイス

■専門家による相談対応
※開所日・時間は、各団体の開所日・
時間に準じます。
問合　西秩父商工会☎75-1381
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

　結核は、今でも1日に46人の新し
い患者が発生し、6人が命を落とす日
本の重大な感染症です。咳が止まら
ない等の風邪に似た症状が2週間以
上続く場合は、医療機関を受診する
ようにしましょう。また、高齢者の割合
が増えています。65歳以上の人は、
町の結核検診等で毎年1回は胸部レ
ントゲン検査を受けましょう。
問合　秩父保健所保健予防推進担
当☎22-3824

「結核、知って予防、みんなで安心」

　ラグビーワールドカップ2019™日
本大会がいよいよ開幕します。熊谷
ラグビー場でも3試合が行われます。
『この体験は4年に一度じゃない。一
生に一度だ。』
　この機会にみんなで盛り上がりま
しょう。
熊谷ラグビー場(試合日程)　9月24
日(火)、29日(日)、10月9日(水)
問合　埼玉県県民生活部ラグビー
ワールドカップ2019大会課
☎048-830-6870

ラグビーワールドカップ2019™
日本大会

日時　10月9日(水)13:00～16:00
(受付12:00～15:30）
場所　大宮ソニックシティビル・市民
ホール(予約不要、入退場自由)
対象　令和2年3月大学・短大・専門
学校卒業予定の人、3年以内の既卒
の人
その他　求人企業情報を来場者全
員に配布。履歴書を複数枚お持ちく
ださい。
※参加企業は9月下旬に雇用対策協
議会HPに掲載予定
問合　埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185
http://www.kotaikyou-saitama.
ne.jp/

求人企業合同面接会
～県内企業多数参加予定です。
採用担当者と直接話してみましょう～

不動産鑑定士による無料相談会

ちちぶ地域創業サポート窓口

日時　10月25日(金)14:00～16:00
(受付13:30～15:30)
場所　秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム
対象　令和2年3月に大学・短大・専
門学校(既卒3年以内含む)及び高等
学校卒業予定者、秩父郡市内での就
職を希望する一般求職者
参加企業　30社(予定)
持ち物　履歴書(なくても参加可)
問合　ハローワーク秩父求人係
☎22-3215

秩父で働きたいあなたを応援します!
合同就職面接会

　町では、県及び(一社)埼玉建築士
会と合同で「ルール守って明るく住マ
イル(違反建築なくそう運動)」の一環
として、住宅の「建築相談・簡易耐震
診断」講演会を開催します。
日時　10月10日(木)14:00～16:00
場所　秩父神社・参集殿(参加費無料、
事前申込不要)
内容　①建築基準法・建築士法改正
②防火設備の定期報告制度③耐震
診断・住宅リフォーム等の補助制度
問合　両神庁舎・建設課☎79-1204
埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐
在☎22-3777

住宅の「建築相談・簡易耐震診断」
講演会を開催します

　秩父中村郷を苗字にし、小鹿野三
山谷で勢力を誇ったという中村氏は、
なぜ播磨国の地頭に任じられたのか。
中村氏が築いたという「波賀城」の現
地で出版されている小冊子をテキス
トに学びます。
日時　10月5日(土)10:00～11:40
(受付9:30～)
場所　秩父市歴史文化伝承館・研修室
費用　1,000円(テキスト代含む)
定員　50人
申込＆問合　9月25日(水)までに、は
がきでお申し込みください。
〒36 8 - 0 0 3 4秩父市日野田町
2-4-31内藤定芳まで☎23-7531

秩父の歴史講演会「播磨国で活躍
した中村氏と大河原氏を学ぶ」

日時　10月14日(祝)18:00～(開場
17:30～)
場所　秩父宮記念市民会館
内容　生きる意味がわからないとい
う現代の高校生と軍国主義一色の窮
屈な時代に生きながらも、みずみず

　経営者としての心構えから、経営
計画の立て方、販売促進の考え方な
どについて幅広く学習できます。
　また、全5回中4回以上出席された
人には、特定創業支援事業の「証明
書」が発行され、会社設立時の登録免
許税が半額に軽減されるなどのメ
リットもあります。受講料は無料です。
ぜひ、受講をご検討ください。
日時　10月15日（火）、23日（水）、
29日（火）、11月5日（火）、19日（火）
全5回　18:00～21:00
場所　秩父地場産センター
対象　これから創業を考えている人、
創業後5年未満の人
定員　30人(先着順）
講師　中小企業診断士 田中聡子 氏
問合　秩父商工会議所☎22-4411
　　　西秩父商工会☎75-1381

ちちぶ創業塾

　法律相談でお悩みではありません
か？弁護士が無料で相談に応じます。
日時　9月28日(土)11:00～15:00
場所　イオンモール羽生
※事前予約不要
問合　埼玉弁護士会熊谷支部
☎048-521-0844

「法の日」無料法律相談会

日時　10月5日(土)13:00～16:00
場所　矢尾百貨店2階ポケットパーク
内容　登記、相続、遺言、空き家問題、
一般法律問題、債務整理、成年後見
など、司法書士が無料で相談に応じ
ます。(1組30分・予約優先)
予約＆問合　埼玉司法書士会秩父支
部　関根☎26-6327

「法の日」司法書士無料法律相談会

演劇「きみはいくさに征ったけれど」
青年劇場

い

　『ハロウィンジャンボ宝くじ』と『ハ
ロウィンジャンボミニ』が同時発売さ
れます。
　発売期間は、9月24日(火)から10
月18日(金)までです。
※この宝くじの収益金は、市町村の
明るいまちづくりや環境対策、高齢
化対策など地域住民の福祉向上の
ために使われます。

ハロウィンジャンボ宝くじ発売

日時　10月3日(木)9:25～11:50
(受付9:15～)
場所　県立秩父特別支援学校
内容　学校概要説明、分科会(各学部
別等)、施設見学、授業参観等
対象　知的障がいあるいは肢体不自
由等のあるお子さんの教育や進路に
関する悩みや不安等をお持ちの保護
者及び関係者、担任の先生等
問合　埼玉県立秩父特別支援学校
☎24-1361

埼玉県立秩父特別支援学校
後期学校公開

　不動産鑑定士が不動産の価格等
の相談に応じます。
日時　10月5日(土)10:00～16:00
場所　熊谷市 八木橋百貨店1階
問合　公益社団法人埼玉県不動産
鑑定士協会☎048-789-6000

しい感性で多くの詩を残した竹内浩
三が出会ったら。私たちは、豊かな時
代にあって、浩三のように、いきいき
と生きているだろうか。生き方につい
て、あらためて考えたくなる演劇です。
※横瀬町出身の島野仲代さんが、お
ばあちゃん役で出演します。
費用　チケット一般3,000円、高校生
以下1,000円、障がい者半額
※チケットは矢尾トラベルサロンほか
で取扱いしています。
問合　秩父演劇鑑賞会事務局(グ
レー内)☎25-1541

旧『小鹿野町
西秩父農林産物直売所』の
利用者募集!!

　町では、空き施設となっている旧『小鹿野町西秩
父農林産物直売所』を有効活用して、地域振興や
活性化が期待できる事業の展開に意欲のある事業
者等を広く募集します。詳しくは、募集要項をご覧
ください。
募集期間●9月2日(月)～30日(月)
募集要項等●両神庁舎・産業振興課に用意してあ
ります。また、町ホームページからもダウンロード
できます。
申込＆問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101
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