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10月1日現在　【世帯数】4,691世帯
　　　　　　  【総人口】11,500人【男性】5,713人【女性】5,787人
9月中の異動　出生1人/死亡23人/転入9人/転出16人
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2019（令和元年）NO.170 広報おがの／令和元年11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10月15日現在）
貯水位　328.21ｍ
貯水量　10,366,700㎥
貯水率　101.1％各種ゴミ収集日  各世帯に配布してあるゴミカレンダーでご確認ください。

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

非洪水期：10月～6月
総貯水量：10,250,000㎥

https://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jphttps://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jp

［マーク別会場案内］色文字：子育て支援センター事業/●児童館/▲子育て支援センター/◎保健福祉センター/■いきいき館/◆文化センター/★両神ふるさと総合会館/☆両神振興会館 
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10/27
▲1日開放

12月2日（月）までに
納めてください。

国民健康保険税　第5期
介護保険料 　　第5期

今月の納税今月の納税
小 鹿 野 町小 鹿 野 町

◆歌舞伎・郷土芸能祭

◆歌舞伎・郷土芸能祭

給食体験
(小鹿野幼稚園)
▲よちよち
■開放日

▲発育測定・誕生会
■開放日

▲すくすく(計測)
▲開放
●はぐくみ相談(運動)
■ステップ体操

▲1日開放

▲開放
■開放日

▲1日開放

▲開放

▲開放

▲開放

▲開放
■ヘルスアップ教室
■ABI測定

▲1日開放

▲開放
●1.6・2歳児健診
◎認知症相談日
■講習会・開放日

▲開放
●認知症家族会
◎こころの悩み
　何でも相談
■開放日

文化の日

小雪 勤労感謝の日

▲キッズサーキット
◆バンビちゃんの会
●バランスボール教室
■開放日

◆楽しいおはなしの会

★おはなし会
長若自然休養村まつり
(旧長若中学校校庭)

◆結婚相談

▲焼き芋会
　(小鹿野幼稚園交流会)
■ステップ体操

▲すくすく(計測)
▲開放
■ステップ体操

▲ふれあい遊び
◆健康講演会
■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)
▲お庭で遊ぼう
お茶会･交流会
(長寿ハウス)
●5歳児健診
■ステップ体操
★図書館休館日

▲1日開放

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

両神ふるさとまつり
(国民宿舎周辺)

小鹿野町消防団
特別点検
尾ノ内渓谷紅葉
まつり(河原沢)

▲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
■開放日・講習会

▲子育てサークル
▲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

世界エイズ
デー

障害者週間 人権週間

県民の日 七五三

大雪

振替休日 立冬 秋季全国火災
予防運動

計量記念日・
彩の国教育の日

▲親子のびのび体操
◎ひきこもり相談
◆郷土料理教室
■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
　(ふれあい遊び)
▲開放
●バランスボール教室
■ステップ体操

19
▲子育てサークル
▲子育て相談
◆減塩料理教室
■体組成測定
■開放日

▲すくすく(離乳食)
▲てくてくじゃんぷ
■ステップ体操

▲わいわい座談会
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲よちよち
■開放日

▲開放
■開放日

▲1日開放
★親子郷土料理教室

information
子育て支援
図書館・生涯学習
無料相談•医療
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『自分たちの地域は、自分たちで守る』
小鹿野町消防団

2
第41回両神保育所運動会　10/5
　絶好の運動会日和のなか、両神保育所の運動会が行われました。
走ったり、飛んだり、しゃがんだりと体をいっぱいに使った子どもた
ちの動き一つひとつに、会場にいる保護者の皆さんも子の成長を
感じたことと思います。
　来年4月の「町立おがのこども園」開設に伴い、3月で両神保育
所は閉所となり、今回が所庭を使った最後の運動会となりました。

みんなの広場
保健・福祉
フォトニュース
情報版

24
26
28
29
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消防団とは消防団とは

小鹿野町消防団組織図
（1団5支団23分団）

小鹿野町消防団員の年齢別構成

消防団の活動内容

団結・使命・郷土愛
『自分たちの地域は、自分たちで守る』
団結・使命・郷土愛
『自分たちの地域は、自分たちで守る』

小鹿野町消防団小鹿野町消防団

　全国各地で地震や風水害などの大規模災害が数多く発生し、地域に密着した防災組織の
要である消防団の重要性は年々高まっています。しかし、全国の消防団員数は減少し続け、小
鹿野町においても団員は定数に満たない状況が続いており、団員の確保に苦慮しています。
　今回は、地域にとって必要不可欠な存在である消防団の活動を紹介します。

　全国各地で地震や風水害などの大規模災害が数多く発生し、地域に密着した防災組織の
要である消防団の重要性は年々高まっています。しかし、全国の消防団員数は減少し続け、小
鹿野町においても団員は定数に満たない状況が続いており、団員の確保に苦慮しています。
　今回は、地域にとって必要不可欠な存在である消防団の活動を紹介します。

『小鹿野町消防団』の現状や取組　　　小鹿野町消防団長　大簱　徹

現役分団長に聴く①　消防団の「魅力・やりがい」

―県下有数の規模と実績を誇る
　小鹿野町消防団は、平成17年10月の町村合併と同時
に、旧小鹿野町、旧両神村の消防団も合併し発足しました。
組織は支団制を採用し、1団5支団23分団(特別分団含
む)、団員数は現在529人で構成されています。車両は、団
本部指令車1台、水槽付ポンプ車3台、小型動力ポンプ付
水槽車3台、同積載車24台、同軽積載車7台を配備してい
ます。
　また、特筆すべきは、団員数が埼玉県下第3位の規模で
あることです。1位はさいたま市消防団で、人口約131万人
に対し1,219人、2位は秩父市消防団で、人口約6万2千人
に対し1,003人、次いで小鹿野町消防団が、人口約1万1千
人に対し529人であり、人口比率は他の消防団を圧倒して
います。
　さらに埼玉県消防操法大会において、近年、県下でも有
数の実績を残しています。出場した第25回大会(平成20年
度)、第27回大会(平成24年度)、第29回大会(平成28年
度)では、小型ポンプの部で3連覇を達成し、埼玉県代表と
して全国消防操法大会に出場しています。消防操法の訓練

は、長期間にわたる
ため、選手や支援す
る団員も大変です
が、団員のスキルアッ
プには有効であり、
今後も機会があれば
挑戦していきます。

―町域の8割が山岳地帯、常備消防との密接な連携
　小鹿野町では近年、火災の発生件数は年7～8件で比較
的少なくなってきており、今年は10月1日現在で0件です。た
だ、町域が広く山岳地帯が多いことと、常備消防署から離
れた場所で火災が起こった場合には、消防団が先着するこ
とも多いため、常備消防署との密接な連携をとりながら活
動しています。
　平成12年2月には、不父見山にて大規模な山林火災が
発生し、長期間にわたり延焼し54haを焼失しました。町域
の8割が山岳地帯の小鹿野町においては、山林火災におけ
る水利の確保が課題となります。そのため、他の消防団で
は装備されていることが少ない水槽付の車両を6台所有し
ています。
　また、火災を想定した非常招集訓練等を各支団で計画
し、それぞれ有効な訓練を行っています。
―強い信念でこの町を守り続ける
　小鹿野町消防団においても、夜間はともかく、昼間地元に
いる団員が少なく、少子高齢化や過疎化、若者の都市部へ
の流出など、消防団員のなり手そのものが先細りしていく状
態です。従って、近い将来には、支団の再編成、分団の統合
が必要になると考えられます。
　ただ、消防団を取り巻く状況はたいへん厳しいものがあり
ますが、私をはじめ、小鹿野町消防団員のすべてが、生まれ
育ったこの町を愛し、自分たちの地域は自分たちで守るとい
う強い信念を持ち、今後も活動していく所存です。

事業所も消防団活動に協力しています『消防団協力事業所制度』
　団員の多くが被雇用者という状況から事業所の理解と協力が必要不可欠です。この制度は、
従業員の入団や消防団活動に積極的に協力している事業所に対し、表示証を交付することで地
域防災体制の強化充実をより一層図ることを目的としています。
　現在、小鹿野町消防団協力事業所として次の10事業所を認定しています。※認定順

■(株)秩父富士　　　■(株)秩父富士長若工場　　■(株)秩父富士両神工場
■(株)山口組　　　　■(株)ヤマホン　　　　　　 ■(株)ふるさと両神
■(有)長若建設　　　■(株)岩田組　　　　　　　■(株)両岩
■(株)荒川瀧石　

　消防団は、消防組織法に基づき設置されている消防機
関です。地域に密着し、平常時・非常時を問わず住民の安
心と安全を守る組織として重要な役割を担っています。
　消防団員は、普段はそれぞれの仕事に就きながら、災
害発生時には自宅や職場から現場に駆けつけ、その地域
での特性を生かして消防活動を行う非常勤特別職の地
方公務員です。

　火災発生時の消火活動、地震や大雨など自然災害発生
時の警戒や避難誘導、被災者の救助、行方不明者の捜索
などの活動を行います。また、平常時には、災害に備えた
訓練や火災予防活動などを行い、住民の生命や財産を守
り、「安心・安全なまちづくり」のために活動しています。

団本部

第1支団(小鹿野地区)
•全10分団

第2支団(長若地区)
•全3分団

第3支団(三田川地区)
•全4分団

第4支団(倉尾地区)
•全2分団

第5支団(両神地区)
•全3分団

特別分団(女性部含む)

■平成17年10月1日現在 ■令和元年10月1日現在

10代
5人(0.8％)

10代
2人(0.4％)

20代
180人(29.1％)

20代
89人(16.8％)

30代
177人(33.5％)30代

308人(49.8％)

40代
119人(19.3％)

40代
201人(38.0％)

50代
5人(0.8％)

50代
56人(10.6％)

60代以上　4人(0.7％)60代以上  1人(0.2％)

総数618人
(定数640人)

総数529人
(定数620人)

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

▲当町においても『団員数の減少』と『団員の高齢化』が進んでいます。

■色々な人と出会え、人脈が広がる。仲間意識も強くなる。
■与えられた役割を全うした時の充実感。
■地域に貢献していることが実感できる。
■自分の家族を含め住民の生命・財産を守るという使命感。
■人を知ることができ、消防団活動以外の場でも役に立っている。
■地元の行事に参加して、子どもや年配の方とのコミュニケーションがとれる。
■地域の方々から頼られる存在になり、責任感が高まり人間形成に役立つ。

第29回埼玉県消防操法大会の様子

◀新入団員研修①

▼出初式

9/8　
第三支団・第四支団合同
非常招集訓練(日尾地内)

2 広報 おがの　11月号 3広報 おがの　11月号
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現役分団長に聴く②　小鹿野町消防団の「ここがスゴイ！」
■各分団や支団での団結力だったり、有事の際の統率力が半端ない！
■埼玉県消防操法大会3連覇(小型ポンプの部)
■有事の際の迅速な参集力。町を守る精神がすごい。
■消防用資機材に関する知識力がある。
■火災時の出動の速さや連携の取り方など、日頃から定期的に訓練をしている。
■年齢・職場・立場が違っていても、仲間として付き合っていけること。
■人口比率からの団員数の多さ。
■女性消防団員も活躍できる組織である。

現役分団長に聴く③　特別点検への「意気込み」
■消防操法では、総指揮者として出場隊を統率し、操法を成功させたい。
■事故や怪我をせず、規律正しい動き、姿勢で点検に挑みたい。
■点検を見た子どもたちが「かっこいい」「自分も大きくなったら消防団
に入りたい」と思うような点検にしたい。
■緊張感を持ちつつも、固くならず自然と身体が動くよう訓練して点検
に臨みたい。
■訓練で技術や絆を深め、点検では感謝の気持ちを込めて綺麗な水を
打ちたい。
■団員一丸となり訓練に励み、地域の皆さんに訓練の成果を優秀な形
でお見せする。

　平成元年11月1日、埼玉県で初めて女性消防団員が採
用されました。これにより、平成27年度に開催された「埼
玉県女性消防団員大会」において、11月1日を「埼玉県女
性消防団員の日」とし、県、市町村、消防団が一体となった
PR活動を展開することが宣言されました。

　現在、小鹿野町消防団では、14人の女性消防団員(特
別分団女性部所属11人、支団分団所属3人)が活動して
います。今後も女性消防団員の活動をPRし、女性消防団
員の増加、また消防団全体の充実、地域防災力の向上に
繋げてまいります。

11月1日は「埼玉県女性消防団員の日」です

■市町別火災発生件数(平成30年) ■出火原因別火災発生件数(平成30年)

小鹿野町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
合　計
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0
4
0
2
2
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1
1
0
0
0
2
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2
0
0
0
2

1
13
0
1
0
15

0
1
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0
0
1

1
4
0
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5
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1
2
0
8

5
28
1
5
2
41
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車
両

そ
の
他

合
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建物 放火
ストーブ
たばこ
電灯・電話等の配線
たき火
火入れ

こんろ
放火の疑い
溶接機・切断機
排気管
その他
不明

11
3
2
2
2
2

2
1
1
1
10
4
41合　計

資 料

出典：秩父消防本部「平成30年火災・救急・救助統計」より

◀救助資機材訓練

▼新入団員研修②

①特別点検参加
②③防災訓練で非常食の試食対応、防
災グッズを使用しての啓発活動
④秩父はんじょう博で消防団のPR活動
⑤⑥出初式、式後に先導車に乗車して
火災予防のアナウンス

●① ●② ●③

●④ ●⑤ ●⑥

特別分団
女性部
奮闘記

　町長が点検者となり消防団員の職務遂行に必要な規律や機械器具の
取り扱いについて点検を行います。消防活動に万全を期するとともに消
防団員自身の意識向上を図ります。
日時●11月10日(日)8:00～
場所●小鹿野中学校校庭
内容●部隊点検、機械器具点検、ポン
プ操法、分列行進、表彰式・講評
※伊豆沢河原での放水点検は、諸事情
により実施しません。

小鹿野町消防団特別点検

消防団員募集!!
　消防団では一緒に活動してい
ただける団員を募集しています。
町内に在住・在勤する18歳以上
の人なら誰でも入団できます。
※性別や職業は問いません。
申込み●小鹿野庁舎・総務課
　　　　☎75-1221

あなたの力
を

消防団に
あなたの力

を

消防団に

※今回、アンケートにご協力いただきました分団長の皆様、大変ありがとうございました

秋季全国火災予防運動11月9日（土）～15日（金）
火災予防にご協力ください
2019年度全国統一防火標語
『ひとつずつ   いいね！で確認   火の用心』
　この防火標語は、火災予防思想をより広く普及させることを
目的に、全国17,461点の応募の中から選ばれました。
　この防火標語を合言葉に、家庭や職場での火災予防に務めま
しょう。

3つの習慣
■寝たばこは、絶対やめる。
■ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
■ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4つの対策
■逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
■寝具、衣類及びカ－テンからの火災を防ぐために、防炎品
を使用する。
■火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置
する。
■お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協
力体制をつくる。

出典：消防庁「令和元年秋季全国火災予防運動実施要綱」より

住宅防火『いのち守る7つのポイント』
―3つの習慣・4つの対策―

ごみの野外焼却は禁止されています

　秩父消防本部(署)では、秋の火災
予防運動期間中の11月12日(火)に
秩父郡市内を駅伝方式による火災
予防広報を実施します。
※雨天・大規模災害により中止する
場合があります。
※コース・応援ポイント等の詳細に
ついては、秩父消防本部ホームペー
ジをご覧ください。
問合せ●秩父消防本部予防課☎21-0121

ご声援をよろしくお願いします

火災の
発生原因にも
なります

　ごみの野外焼却は、法律で一部例外を除き禁止されてい
ます。焼却内容によっては、懲役や罰金が科せられる場合が
あります。
　また、これからの季節は、乾燥する気候が続き、火災の発
生原因にもなります。できる限り野外焼却は控え、農作物廃
棄物や剪定枝、除草後の草などはむやみに焼却せず、堆肥
等として農地還元するなど廃棄物の減量化と再利用に努め
ましょう。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170
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埼玉県芸術文化祭2019地域文化事業

歌舞伎・郷土芸能祭
(第49回小鹿野町郷土芸能祭)

埼玉県芸術文化祭2019地域文化事業

歌舞伎・郷土芸能祭
(第49回小鹿野町郷土芸能祭)

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

立教大学観光学部作成マップ贈呈式

　9月19日に小鹿野町役場会議室にて、立教大学観
光学部の学生が進めていました、小鹿野のまち歩き
マップ「ぶらって小鹿野」が完成したことに伴い、贈
呈式が行われました。
　同大は、地域活性化への貢献を目的に武蔵野銀
行と産学連携協定を締結しており、これまで幸手市、
新座市、加須市などのマップを手掛けています。
　完成版を拝見すると、何度も町を訪れ、実際に自
分の目で見て取材した内容が盛り込まれており、非
常に興味深い内容でした。作成に関わったメンバー
の一人は、1年間で61回も町を訪れたそうです。メン
バー6人の熱心さと、マップ完成で終わりではなく、
今後も小鹿野町と関わっていきたいという熱意に感
謝し、異例ではありますが森町長から一人ひとりに
感謝状が渡されました。
　学生さんだけでなく、指導教授の舛谷教授も自ら
町内を自転車で巡ったり、立教
大学観光学部の協定校マラヤ
大学（マレーシア）の学生さん
方と一緒に貸切バスで町を訪
れて下さったりしました。
　マップ作成はあくまで授業
の一環でありますので、商売

抜きの内容であり、すべての観光施設やお店を網羅
しているものではないこと、ご理解をいただきたい
と思います。
　新聞報道の翌日には、約30件の「ぶらって小鹿野
はどこで入手できるのか」のお問い合わせをいただ
きました。
　立教大学のほか、武蔵野銀行本支店、近畿日本
ツーリスト首都圏（東京・埼玉・神奈川・千葉・静岡県
の一部）の81店舗で入手できるようにしてあります。
もちろん小鹿野町役場、また町内マップ掲載の各店
舗等にも置いてあります。
　このマップが、観光客の呼び水となるだけではな
く、町内の方々が地元の良さを再認識していただく
きっかけとなれば幸いと思います。

VOL.5Let‘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～
　来年のボルダリング施設開館にあわせ、本場の施設を体験し
てもらおうと、ボルダリング施設体験ツアーを開催します。ぜ
ひ、この機会に体験してみてください。なお、施設利用料は参加
者のご負担となります。
期日●12月1日（日）　
時間●集合8:00(小鹿野庁舎)　解散13:30予定(小鹿野庁舎)
場所●ボルダーパークベースキャンプ（飯能市）
※移動は町のバスを使用します。
内容●本格的なボルダリング施設で、ボルダリングの基礎や施
設利用上の基本を体験
対象＆定員●小学生と保護者12組24人※申込み多数の場合は抽選
費用●小学生2,200円、保護者3,300円※レンタルシューズ代含む
服装●運動のできる服装
申込＆問合せ●11月22日（金）までに電話でお申し込みください。
　　　　　　　小鹿野庁舎・総務課  まちづくり推進室☎26-6581(平日9:00～17:00)

　今年度も埼玉県芸術文化祭2019地域文化事業として「歌舞伎・
郷土芸能祭」を11月16日(土)、17日(日)に開催します。
　今年は新たな試みとして、名士歌舞伎を16日に上演します。出演
は、小鹿野町長、小鹿野中央病院長、小鹿野高等学校長、埼玉りそ
な銀行小鹿野支店長、地域おこし協力隊員です。ぜひ、ご声援くだ
さい。

問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

期日●11月16日土、17日日   
場所●小鹿野文化センターほか   

【第１日】11/16土　開場10：00～

10:15～10:30
10:40～10:50
11:00～11:40
11:40～12:40
12:40～12:45
13:00～14:20
14:30～14:45
15:00～15:30
15:40～16:00
16:00～16:15

小鹿野保育所
小鹿野子ども歌舞伎
歌舞伎サークルうぶ
新原太鼓連・栗尾太鼓会・鹿桜会松井田・十六神楽保存会
小鹿野子ども歌舞伎
小鹿野子ども歌舞伎
鹿桜会松井田
十六神楽保存会
名士歌舞伎
新原太鼓連

秩父囃子(玄関前)

三番叟

絵本太功記九段目大物浦瓜献上之場

秩父囃子・十六神楽「大国主の舞」(歌舞伎横丁会場)

口上

絵本太功記十段目尼ケ崎閑居之場

秩父囃子

十六神楽「蛇退治」

青砥稿花紅彩画白浪五人男稲瀬川勢揃之場

秩父囃子(玄関前)

時間   プログラム 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出演

【第2日】11/17日　開場10：00～

10:15～10:30
10:40～10:50
11:05～11:35

11:35～12:35

12:40～13:10
13:20～13:35
13:45～15:20
15:20～15:35

春日郷囃会
小鹿野子ども歌舞伎
指導：柏沢神楽保存会　出演：両神小学校児童
小鹿野まつり音頭愛好会・歌舞伎サークルうぶ・春日郷囃会・
上町波歌囃子会・宮若会・柴﨑社中・大塩野囃子会・
両神間庭囃子会・柏沢神楽保存会・両神小学校児童
小鹿野中学校生徒
小鹿野囃子保存会・宮若会
小鹿野歌舞伎保存会
宮若会

秩父囃子（玄関前）

三番叟

柏沢神楽

小鹿野まつり音頭・かっぽれ・こうもり・秩父囃子・
柏沢神楽(歌舞伎横丁会場)

青砥稿花紅彩画白浪五人男稲瀬川勢揃之場

小鹿野囃子・秩父囃子

一谷嫩軍記熊谷陣屋之場

秩父囃子(玄関前)

時間   プログラム 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出演

交通規制実施のお知らせ
　郷土芸能祭開催にあたり、小鹿野文化センター前の通り(南裏
通り)で一部交通規制を行います。ご理解ご協力をお願いします。
規制日時●11月17日(日)10:00～15:30(車両通行止め)

両日同時開催
歌舞伎横丁
両日同時開催
歌舞伎横丁

ボルダリング施設体験ツアー参加者募集！！

※時間、プログラム等が変更になる場合があります。
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　周辺の山 も々紅葉となり、秋
の深まりを感じる季節となって
まいりました。
　さて、人を育てることや、より
良い人間関係を築くことは
我々社会で生きていくうえでと
ても大切なことだと思います。
このことを実現するうえで大
変参考となる講演会が当町で

何回か開催されました。この講演会の講師は、一般社
団法人日本ほめる達人協会理事長の西村貴好氏と、
同協会特別認定講師である学校法人橘学園秩父ふ
たばこども園(秩父市)副理事長の根岸和美氏のお二
人です。
　西村理事長は、覆面調査会社を立ち上げ、飲食店
やサービス業の経営者からの依頼を受け、問題点や改
善点を探し出す仕事を行い、徹底的にダメ出しをしたと
のことです。しかし、正しいことを証拠とともに伝えても
結果は変わらず、瞬間的に改善されても次 と々違う問
題点が持ち上がる状態であったそうです。そこで、視点
を変えてまったく逆の挑戦として、無理やりでも社員の
「いいところ」を探して報告することにしたら、その「ほ
められた」社員の業績が上がったそうです。
　このような経験から、今できているところにスポットを
当て、ほめて、認めることで人は驚くほど成長すること、
また、目の前の人の成長を妨げてきたのは、マイナスの
ラベルを張っていた自分自身であることを学び、「ほめ
る達人」になる道を選んだとのことです。

　一方、根岸さんは家庭の事情等により幼稚園の経
営に参加することになり、その中で色々な経営上の悩
みを抱えていたときに、同協会に出会い、学んだことで
自分自身をほめる達人に変革させたとのことです。これ
を機に職員の意識も変わり、園を離職する職員もなく、
現在は幼稚園からこども園に経営を衣替えして順調に
進んでいると伺っています。
　同協会が定義する「ほめる」とは、人などの「価値を
発見して伝える」こと、ダイヤモンドでも周りの見えない
暗闇では石ころと同じですが、明かりがついてその石こ
ろがダイヤだと気づいた途端、そこに価値が生まれる。
職場や家庭で、この明かりの役割を果たすのが「ほめ
る」ことだそうです。
　価値を発見して伝えるのに必要なのは「観察力」と
「変換力」そして「伝える力」であり、
•「マイナスをプラスに変換」することも価値の発見
に役立つこと。
•「ほめる」とは理論や理屈ではなく実践こそすべて
であること。
•「ほめ上手」になれる魔法のフレーズの3S『すご
い!』 『さすが！』 『素晴らしい！』の3つを口癖にして
反射的に使えるようにすること。
　「言葉一つ」ですべてがうまく回り出す。
　これらのお話は、町役場職員の人材育成などにも生
かせる内容であり、大変参考になりました。

小鹿野町長　森 真太郎

「ほめて」育てることの大切さ
こんにちは。
町長です。

　小鹿野町政策審議会(小松征三会長)は、町長の意思決
定に際して専門的な立場から特別な事項を調査・審議す
る合議制の機関として設置されました。
　平成30年3月22日に「産業振興の活性化について」の
諮問を受け、11回の会議を重ね、令和元年9月24日に町
長へ、最終答申を行いました。
　この答申では、
(1)地域経済活性化の中核拠点を目指す株式会社「地域
商社おがの（仮称）」を設立すること。
(2)「地域商社おがの」のDMO※機能により観光振興へ
取り組むこと。

町長の見て・聞いて・話して
　第２０回の事業所訪問は、９月１２日に秩父デザート株式
会社を訪問し、田畑和典社長にお話を伺いました。
　秩父デザート株式会社は、秩父産の食材で手作りにこ
だわり、プリンやゼリ－を製造している会社です。
　平成１５年（２００３年）、オーディオ関連会社の空き工場
を利用し、株式会社ワ－クス（人材派遣会社）を設立され、
その後、食品加工を開始し、平成２７年（２０１５年）に現在の
社名に変更されました。
　試行錯誤しながら、自社ブランドの夏場の商品として、
人気商品の「秩父プリン」が開発されました。
　案内していただいた工場では、秩父で育った素材を大
切にした商品づくりのもと、徹底した品質管理をし、安心
安全な商品が製造されておりました。また、女性社員によ
るラッピングのリボンを結ぶ作業はとても緻密なもので
した。こういった手作業にこだわっている可愛らしいラッ
ピングパッケ－ジこそがお客様を惹きつける要素である
と感じました。
　人気商品の「秩父プリン」は県内のパーキングエリア、

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.20 ～

「秩父デザート株式会社」
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。

道の駅、小売店等多数の店舗で販売されています。
　常に商品化のアイデアを念頭に置き、秩父産にこだわ
り、手作りにこだわる企業信念のもと、地場産品を通じて、
地元の活性化への架け橋を担う企業であると感じました。
わが社の主力商品
　秩父産の素材をふん
だんに使った「秩父プリ
ン」は、当社の人気商品
です。果物をひとつひと
つ丁寧につぶし、ピュー
レにするところから手作
りにこだわっております
ので、やさしくて暖かい
スイ－ツに仕上がり、多
くの方々に召し上がって
いただいております。
　今年は大手百貨店の
夏のギフト商品カタログ
の表紙を飾り、贈答品と
して全国各地へ配送され、“美味しい”というメッセージを
多数いただきました。
ここに自信あり
　当社は秩父プリンのキャッピング、ラッピングまでひと
つひとつ丁寧に手作業をしております。
　ラッピングのひもは繊細な和紙でできているため、リ
ボン結びは緻密な作業となりますが、最後まで手を抜か
ず、食べてくださる方の笑顔を思い浮かべながら、リボン
を結んでおります。

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地
電 話

代表取締役　田畑和典
７名
２００３年
小鹿野町小鹿野２０３８
０４９４-７５-２２１１

会社概要

ラッピング作業を見守る森町長

田畑社長(左)

▲▼人気商品の秩父プリン
上は果物を使用、下は借金なし大豆
を使用しています。

「小鹿野町政策審議会」
最終答申を行いました
「小鹿野町政策審議会」
最終答申を行いました

の2点が示されました。
※DMOとは、多様な関係者と連携し、観光地域づくりを行う舵取り役
となる法人のこと。

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221
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早めにライトを点灯しましょう早めにライトを点灯しましょう
　例年、交通事故は夕暮れ時から夜間の時間帯に多発する傾向が見られます。
　さらに冬期は夏期と比べて発生件数が多くなっています。車・バイク・自転車は、午後4時に
なったらライトを点灯しましょう。
　また、歩行者・自転車は、明るい服装で反射材を活用しましょう。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170

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

鳥取大学、明治大学から学
生さんが来町され、えごま
栽培、ダリア園の花摘み、尾
ノ内作業、吉田牧場作業等
を体験いただきました！歓迎
してくださった方々、自転車
をお貸しくださった方々、あ
りがとうございました。(本)

小鹿野の栗はちみつ入荷
いたしました！(片桐)

捕獲したサルに発信機を
取り付け、生息域調査を行
いました。(星)

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.29VOL.29

両神農林産物直売所の
感謝祭に出店しました。
(太田)

9月は埼玉新聞に掲載して頂いたり、都内移住促進
イベントで登壇、観光交流館での秩父織物リメイク
イベントを行いました。10月はおがのライダー宿
に参加し、11月には郷土芸能祭で白浪五人男に捕
手役として出演予定です！(宮本）

『やるしかないでしょ！』  　　
　地域おこし協力隊　太田　誠

　平成29年4月から小鹿野町地域おこし協力隊として
活動しています。この3年間の活動は、採用面接の時に
すでに決まっていたのではないかと感じています。
　平成29年3月15日、小鹿野町役場小鹿野庁舎2階
の第2会議室にて、私は小鹿野町地域おこし協力隊の
採用面接を受けました。
　面接では、経歴についての話のほか、えごまの栽
培・商品化・販売を行い、事業化していきたいとの話を
一通り話した後、最後に前副町長から唐突にそれまで
の形式的なやりとりとは違い、フランクな話し方で「本
当にできるの？」と聞かれ、咄嗟に「できると思っている
から、ここに来ています」と返しました。
　質問にも自分の言葉にも少し驚きましたが、言って
しまったからには「やるしかないでしょ！」という気分で
した。
　私は東京都目黒区生まれで、畑といえば小学生の
時に芋掘りをした程度、プランターでハーブなどを育て
ることを試したこともありますが、全くうまく育ちませんで
した。
　地域おこし協力隊として活動してみると、えごま栽培
は知らないことばかりで、たくさんの方々に助けていた
だきました。
　商品開発では、えごまのお茶、炒りえごま、木工用え
ごま油、えごまみそ等を作ったり、小鹿野町内や秩父地
域等での祭り、イベント、歌舞伎、講演、展示会などにも
チャレンジさせていただきました。
　生活面でも各町内の地域コミュニティの中で祭りや

地域自治など共同体として生活をするという事を体験
できたのは、とても新鮮でした。
　そのようなたくさんの経験をさせていただき、地域お
こし協力隊の任期終了後は、えごまの栽培・商品化・
販売を事業として開始させていただきます。屋号は『エ
ゴマカンパニー』としました。
　事業の目的として「すべての人が心身ともに健康で
暮らせる社会の創造」を掲げ、えごま事業を中心に展
開していく予定です。たくさんの皆さまに応援していた
だき、ここまでやってくることができました。ありがとうご
ざいます。
　これからは事業によりお世話になった方々にお返し
できるような存在になっていきます。
『エゴマカンパニー、やるしかないでしょ！』

活動
の軌跡 ー地域おこし協力隊ー

小鹿野の特産品で商品開発を行っております。
今回は東京の蒸留所に柚子のリキュールを
造って頂きました！(株)秩父令和商会を設立し、
西武秩父駅前で小鹿野のアンテナショップにも
なる店舗を11月中にOPEN予定です。ぜひ呑
みに来てください♪(工藤)

広報 おがの インフォメーション インフォメーション 広報 おがの

10 広報 おがの　11月号 11広報 おがの　11月号



日時●11月26日(火)10:00～11:30
場所●小鹿野文化センター
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109
　　　　社会福祉協議会☎75-4181

　町では、町民の皆さんが店舗・住宅・併用住宅をリ
フォーム(改修工事)する場合に、その経費の一部を助成
します。
助成対象者●次のすべてに該当する人です。
①小鹿野町に住所及び所在があり、町税の滞納がない
個人又は法人
②助成対象となるリフォーム工事について、町で実施し
ている他の助成制度を受けていない人
③再度助成を受ける場合、過去に受けた年度の翌年度
から起算して3年以上経過している人
助成対象工事●申請時に未着工のもので、工事に係る
費用が20万円以上であること。
店舗の場合
■助成対象者が所有し、自ら経営している店舗
■助成対象者が所有し、貸し出している又は貸し出そう
とする店舗
■助成対象者が賃借し、自らが経営するための店舗

小鹿野町戦没者追悼式小鹿野町戦没者追悼式

　みなさんこんにちは。今年度か
ら町立病院に着任しました内科
の瀬戸と申します。
　今回はインフルエンザワクチン

の話です。毎年冬に流行してニュースにもなるインフルエ
ンザですが、この原稿が広報に載る頃はそろそろ流行り
始めているかもしれません。そんなインフルエンザのワク
チンについて、よくある質問をまとめてみました。
―ワクチン接種はいつまでに受ければいいの？
　流行する前に受けてもらいたいです。例年ですと12月
から4月頃に流行し、1月下旬から3月上旬にそのピークを
迎えることが多いため、12月中旬までには受けるようにし
ましょう。
―どんな人がワクチン接種を受ければいいの？
　ワクチンに対するアレルギー反応がある人以外は、皆
さん受けた方がいいでしょう。特に、65歳以上の人、妊婦
さん、乳幼児のほか、気管支喘息、肺気腫、慢性心不全、
糖尿病、慢性腎臓病などの持病がある人は重症化のリ
スクが高いと言われており、ぜひ接種を受けてください。

―ワクチン接種はどんな効果あるの？
　「かかるのを防ぐ効果」と「かかってし
まったときに重症化を防ぐ効果」があり
ます。ワクチンを打ったからといって
100%インフルエンザにかからなくなるわけではありませ
んが、入院や死亡のリスクを減らすことができます。
―どうして毎年接種が必要なの？
　他のワクチンは１回や2回でいいのに、どうしてインフル
エンザは毎年接種が必要なのでしょうか。それは、インフ
ルエンザウイルスは絶えず変化しており、その変化に対応
するためです。ワクチンは、その年に最も流行すると予想
されるインフルエンザウイルスの成分で作ってあります。毎
年毎年成分が違うので、去年ワクチンを打ったから今年
は打たなくてもよい、というわけではないのです。

　まだワクチン接種の申込みをしていないという方は、こ
れを機に早めに検討してみてください。今年の冬を元気
に過ごすために、手洗い・うがい・ワクチン接種で、インフ
ルエンザを予防していきましょう。

インフルエンザワクチンQ＆A
小鹿野中央病院　瀬戸 那由太
気 になるつぶやき

店舗・住宅リフォーム資金を助成します店舗・住宅リフォーム資金を助成します

町立病院医師の

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

　令和2年度に学童クラブを利用する児童を募集しま
す。『学童クラブ』とは、学校が終わって家に帰っても誰
もいない児童が、保護者の仕事が終わるまでの間、友達
と楽しく過ごせる場所です。遊んだり、宿題をしたり、お
やつを食べたり友達と楽しく過ごしています。

令和2年度学童クラブの利用児童募集令和2年度学童クラブの利用児童募集
募集人数●各学童クラブとも若干名
入室資格●保護者の就労等により昼間児童の保育がで
きない世帯

施設名　　　　　　　対象児童 　　　  申込用紙・受付場所 　  受付期間 　　　　　問合せ

小鹿野学童クラブ
小鹿野学童クラブ「遊」

長若学童クラブ

三田川学童クラブ

両神学童保育室

小鹿野小学校の児童

長若小学校の児童

三田川小学校の児童

両神小学校の児童

各施設へ 随時受付

両神学童保育室又
は小鹿野庁舎・住民
生活課子育て包括
支援室

11月1日(金)～
12月20日(金)
※年度途中入室は
入室希望月の前月
1日まで

小鹿野学童クラブ
☎75-1162
小鹿野学童クラブ「遊」
☎75-5180

長若学童クラブ
☎75-0034

三田川学童クラブ
☎75-0770

小鹿野庁舎・
住民生活課
子育て包括支援室
☎75-4101

※小鹿野学童クラブ、小鹿野学童クラブ「遊」、長若学童クラブ及び三田川学童クラブは日曜・祝日も保育が可能です。
問合せ●詳しくは、各施設へお問い合わせください。

　9月から防災行政無線で正
午をお知らせするメロディと
して、「小鹿野まつり音頭」を
放送していますが、旧両神村
の観光振興を目的に制作され
た「両神音頭」においても同様
に普及を図るため、11月3日(祝)から試験的に放送しま
す。
　ご理解ご協力をお願いします。
※小鹿野まつり音頭は、11月2日(土)まで放送します。
放送期間●11月3日(祝)～12月31日(火)(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
※この両神音頭（ピアノバージョン）の制作は、両神出身
の大久保豊典さんにご協力いただきました。

正午の放送を「両神音頭
(ピアノバージョン)」に
変更します

正午の放送を「両神音頭
(ピアノバージョン)」に
変更します
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税に関心を持とう!
「税を考える週間」
税に関心を持とう!
「税を考える週間」
　国税庁では、「くらしを支える税」をテーマとして、税の
役割や適正・公平な課税と徴収の実現に向けた国税庁・
国税局・税務署の取組について紹介し、皆さんに国民生
活と税の関わりを理解してもらうことにより、国民各層の
納税意識の向上を図ることとしています。
　租税の意義や役割について、あらためて考えてみませ
んか。
問合せ●秩父税務署☎22-4433(自動音声案内2番)
国税庁HP　http://www.nta.go.jp/

成年後見制度講演会成年後見制度講演会
　障害者等の権利を守る成年後見制度と法人が行う後
見業務について分かりやすく説明します。
日時●11月19日(火)14:00～15:30
場所●小鹿野文化センター・大会議室
講師●NPO法人埼玉成年後見センターいきいきネット
対象●障害や認知症により判断能力が不十分なため将
来に不安を感じている人やその家族、成年後見制度に関
心のある人、法人後見業務の実施を検討している法人
等(申込不要・入場無料)
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

障害者差別解消法
住民・事業者・行政合同講演会
障害者差別解消法
住民・事業者・行政合同講演会
　障害者差別解消法について、秩父地域の市町が共催
で住民・事業者・行政向け講演会を開催します。法が円滑
に施行され、秩父地域を暮らしやすいまちにするために
は行政職員だけではなく、住民や事業者の皆さんのご
理解・ご協力が不可欠です。大勢の皆さんのご参加をお
待ちしています。
日時●11月28日(木)14:00～16:00(開場13:30～)
場所●皆野町文化会館(皆野町大字皆野1423番地)
※駐車台数に限りがあります。乗り合わせや公共交通機
関をご利用ください。
内容●障害を理由とした差別の解消について
　　　～「障害」ってなんだろう～
講師●曽根直樹 氏
　　　(日本社会事業大学 専門職大学院 准教授)
定員●250人(入場無料・申込不要)
※手話通訳・要約筆記を行います。
問合せ●保健福祉センター・福祉課
　　　　☎75-4109　FAX75-4710令和元年分

青色決算説明会
令和元年分
青色決算説明会
　令和元年分青色申告説明会等を実施します。ご都合
のよい会場にお越しください。
場所●秩父市福祉女性会館集会室
　　　(秩父市野坂町1-13-14)
■12月4日(水)
・青色申告の人(農業所得) 10:00～12:00
・消費税課税事業者の人 14:00～16:00
■12月5日(木)
・白色申告の人(事業・不動産・農業) 10:00～12:00
・青色申告の人(事業所得) 14:00～16:00
■12月6日(金)
・青色申告の人(事業・不動産・農業) 10:00～12:00
問合せ●秩父税務署☎22-4433(自動音声案内2番)

令和元年分
年末調整説明会及び
消費税軽減税率制度説明会

令和元年分
年末調整説明会及び
消費税軽減税率制度説明会
　令和元年分給与所得に係る①年末調整説明会及び
②消費税軽減税率制度説明会を実施します。
■11月15日(金)①13:00～15:00、②15:10～16:10
場所●秩父市歴史文化伝承館
■11月21日(木)①13:00～15:00、②15:10～16:10
場所●皆野町文化会館
■11月22日(金)①14:30～16:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
※②消費税軽減税率制度説明会は、事業者(個人・法人)
が対象となりますので、ご都合のよい会場にお越しくだ
さい。
問合せ●秩父税務署☎22-4433（自動音声案内2番））

ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

―初めてM.K.さんにお会いした際、「春まつりのことは

何でも聞いてください」と声を掛けて頂いたことが印

象的です。春まつりには毎年参加されているのでしょう

か？

　はい。最初に参加した時は、2～3歳でした。記憶が

あるのは5歳くらいからで、お祭りの恰好をさせても

らって「楽しい」と感じたのを覚えています。それから

毎年出ています。学生時代は、部活を休んで参加して

いました。今年は、会社の有休がまだ使えないため、

仕事が終わったら急いで帰ってきて参加しました。

ー地域付き合いも積極的にされているそうですが、

どういう所が楽しいですか？

　春まつりは、みんなで声を出して一致団結できる所

です。年々、深く関わるようになり、次第に役割を任さ

れている実感があります。また、今年から青年部にも

入りました。強制感がなく、先輩方と話していて楽しい

です。消防団にも誘われたらきっと入団します。（高

橋）耕也さんも参加されているので。

ー身近に慕える方がいらっしゃるのはいいですね。高

校卒業後は、小鹿野町から引っ越したいと思いません

でしたか？

　思いませんでした。都会は家賃も高いし、家から通

える会社に勤めたほうが、経済的にスムーズだと思い

ました。

ー休日は何をされているのですか？

　友達と遊んだり、実家のしいたけ農家をお手伝いし

たりしています。

ー小鹿野町は若者の流出が進み、過疎化していると言

われますが、そのことについて、どう思われますか？

　そういう事情は無理に押し付ける必要はないと思

います。価値観は人それぞれなので。

　M.K.さんとお話していて、小鹿野町に若い方が住み

続けられるためのヒントを頂いた気がします。

•楽しい、好きな人がいる、などのポジティブな感情を

抱ける

•町外に出るメリットより、町内に残るメリットが大きい

•本人の自主性が大切である

　私自身は、石川県の金沢市に生まれ、都会に憧れ、

愛知県、東京都へと引越しを重ねた過去があるので、

都会に出たい若い方に対して「小鹿野町にいてほし

い」とは言えません。だからこそ、定住やUターンは、押

し付けるものではなく、町に愛着を持ってもらった結

果であることが望ましいと感じています。

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

　移住促進の本来の目的は、単なる人口の頭数増加ではなく、町外から

来る方が当町でイキイキと過ごしてくれることにより、活気が生まれ、住

民の皆さんが町の良さを再認識できることではないかと私は考えてい

ます。そういう意味では、町内の方が小鹿野町に住み続けている理由に

耳を傾ける事も大切かもしれません。今回は、2歳からずっと小鹿野町で

過ごし、秩父市の会社へ就職後の現在も、実家から通っているM.K.さん

（19歳）にお話を伺いました。M.K.さんは、小鹿野高校のOBとして、在学

生が紹介してくれました。

第11回  
移住相談員・本協力隊員の移住者インタビュー

11月11日月
～17日日

あいサポーター
養成研修参加者募集
あいサポーター
養成研修参加者募集
　障がいについて理解し、ちょっとした手助けをする「あ
いサポーター」の養成研修を開催します。皆さんお誘い
合ってご参加ください。
日時●12月20日(金)14:00～15:30
場所●小鹿野文化センター・大会議室
定員●50人(参加費無料)
締切●12月13日(金)
申込＆問合せ●保健福祉センター・福祉課又は秩父市社
会福祉協議会までお申し込みください。
保健福祉センター・福祉課☎75-4109
秩父市社会福祉協議会☎22-1514
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　9月号で紹介しましたが、今年は江戸時代後期に活躍
した儒学者・国学者日尾荊山（1789～1859）の生誕
230年、没後160年にあたります。これを記念して「小鹿
野が誇る大学者　日尾荊山展」を開催します。
　日尾荊山は、寛政元年日尾根古屋に医師林庵の子と
して生まれ、江戸に遊学、亀田鵬斎らに入門し、安政六年
71歳で没しました。墓は江戸谷中本通寺（東京都台東
区）にあります。「日尾点」と呼ばれる漢文訓読で知られ、
江戸湯島に開いた私塾「至誠堂」には多くの門人が集い
ました。漢学と酒を愛しながら国学講究の必要もとなえ、
誌、歌、書に優れました。『江戸名所図会』『東都歳時記』
などを著した幕末の著述家斎藤月岑とは親交が厚く、
『武江年表』の序文は日尾荊山が書いています。荊山の
代表作は『訓点復古』（天保６年刊）ですが、日本の古典
についての注釈も数多くの著作を残し、『燕居雑話』は
『日本随筆大成』（昭和51年刊）に載録されています。荊
山の妻くに子や娘直子も優れた学者で、荊山没後は直
子が「竹陰女塾」を仲御徒町（台東区）に開き、多くの子
女が学びました。
　荊山親子の遺品は、御子孫の方により大事に受け継
がれてきましたが、同郷の元小鹿野町長故守屋勝平氏

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.19 ◆生誕230年没後160年

　「小鹿野が誇る大学者　日尾荊山展」（11/24～12/24）◆
が平成５年から日尾荊山の顕彰活動を始め、5軒のお宅
から貴重な資料が町に寄贈されました。その数は絵画、
書など190点に及びます。平成14年に荊山の生地（町
指定史跡）に東京都荒川区西日暮里修性院に建つ「日
尾荊山衣幘蔵碑」を模した顕彰碑が造られたことを記念
し、「日尾荊山資料展」が開催されました。今回は17年ぶ
りの開催となりますが、その間にあきらかになった事跡を
含み、町が所蔵する日尾荊山、くに子、直子らの資料を展
示公開します。この機会にぜひご覧ください。

期間●11月24日(日)～12月24日(火)9:30～16:30
場所●小鹿野総合センター・美術展示室(入場無料)

写真は至誠堂の部屋に掲げられていた荊山直筆の書額「盍簪書屋」。
（朋輩のより集まる書斎）

ごうしんしょおく

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

小鹿野町橋梁修繕工事(遠嶽橋工区)
防火水槽撤去新設工事(三山工区)
防火水槽設置工事(長留工区)
町道218号線側溝整備工事
長若14区公衆トイレ新築工事
小鹿野文化センター照明設備改修工事
町道108号線他道路照明灯(LED化)設置工事
町道43号線境界標埋設業務委託
衛生センター遠心除渣機等オーバーホール工事
住民基本台帳ネットワークシステム更改に係る
賃貸借事業

ウィルス対策ソフトライセンス更新事業

藤倉地内
三山地内
長留地内
長留地内
長留地内
小鹿野地内
小鹿野地内
下小鹿野地内
伊豆沢地内
小鹿野町役場
小鹿野庁舎  外
小鹿野町役場
小鹿野庁舎

15,070,000円
5,122,700円
4,906,000円
1,562,000円
4,892,800円
2,922,700円
1,397,000円
1,452,000円
7,095,000円

8,883,600円

790,878円

株式会社山崎工務店
有限会社ミヤテック
国柱技研株式会社
有限会社黒沢造園関東重機
小澤建築
有限会社寺井電気
石田電気
桂測量設計株式会社
第一産業株式会社
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社関東支店
キヤノン電子ビジネス
システムズ株式会社

～令和2年2月28日
～令和2年1月31日
～令和2年1月31日
～令和元年12月20日
～令和2年1月31日
～令和元年12月13日
～令和元年12月10日
～令和元年12月20日
～令和2年2月28日

賃貸借期間・60箇月

～令和元年11月20日

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間

▲令和元年10月3日入札分

町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します
2019年度前期分 支出額 404,335円

5日
7日
10日
11日
11日
11日
11日
11日
14日
14日
18日
20日
23日
24日
26日
27日
28日

ＪＡちちぶ園芸部会青年部講演会・情報交換会費
奈倉展
土産品代
三春町観桜会懇親会費
土産品代
土産品代
土産品代
土産品代
長留川しだれ桜まつり
山の神沢道路竣工記念碑建設完成祝賀会費
両神山開山式会費
土産品代
土産品代
小鹿野町観光協会歓送迎会会費
西秩父商工会青年部通常部員総会・懇親会費
小鹿野町消防団第１支団歓送迎会会費
モンベルクラブフレンドフェア

5,000円
3,000円
2,500円
10,000円
6,960円
3,720円
3,720円
3,720円
3,000円
3,000円
2,000円
3,720円
3,720円
3,000円
5,000円
5,000円
3,720円

3日
5日
7日
9日
10日
12日
12日
17日
18日
23日
24日
26日

秩父保健所管内食品環境衛生協会西秩父支部総会・懇親会費
秩父漁業協同組合大滝支部通常総会懇親会費
小鹿野あじさい祭り
町村長視察研修会意見交換会費
国民平和大行進賛助金
秩父保健所管内調理師会総会・懇親会費
ちょこっともてなし隊総会・懇親会費
秩父機械電気工業会総会・懇親会費
土産品代
秩父三議員連盟総会・交流会費
長若自然休養村連絡協議会総会・懇親会費
尾ノ内渓谷氷柱実行委員会通常総会・懇親会費

2日
4日
7日
14日
14日
15日
16日
19日
20日
21日
25日
30日

土産品代
土産品代
上田知事感謝の集い
上飯田納涼祭
秩父音頭まつり
長瀞船玉まつり
赤平川納涼花火大会
地方行政懇談会費
民生委員・民生児童委員協議会納涼会会費
商青研納涼大会会費
西秩父猟友会小鹿野支部臨時総会・懇親会費
どぶろく「花咲山」試飲会会費

3,330円
6,660円
10,000円
3,000円
5,000円
5,000円
3,000円
6,000円
5,000円
3,000円
5,000円
3,000円

2日
4日
5日
7日
8日
9日
12日
13日
17日
18日
19日
19日
20日
21日
21日
23日
24日
24日
25日
25日
25日
30日
31日
31日

神流町鯉のぼりまつり
尾ノ内新緑まつり
土産品代
小鹿野第１老人クラブ総会・懇親会費
小鹿野第３老人クラブ総会・懇親会費
上田知事との懇談会費
小鹿野第５老人クラブ総会・懇親会費
小森ふれあいクラブ総会・懇親会費
西秩父交通安全協会小鹿野支部総会・懇親会費
西秩父交通安全協会両神支部総会･懇親会費
奈倉こどもの日
和紙の里文化フェスティバル観光懇談会費
知事との意見交換会費
西秩父料飲店組合総会・懇親会費
両神農林産物直売所組合総会・懇親会費
秩父郡町村会歓送迎会会費
小鹿野町第２老人クラブ総会・懇親会費
西秩父交通安全定期評議員会・懇親会費
小鹿野町消防団第２支団歓送迎会会費
小鹿野町剣道連盟総会・懇親会費
小鹿野町消防団第３支団歓送迎会会費
全国源流の郷協議会総会・懇親会費
小鹿野町消防団第５支団歓送迎会会費
秩父地域議長会正副議長歓送迎会会費

3,000円
3,000円
7,290円
5,000円
3,000円
8,000円
5,000円
3,000円
5,000円
5,000円
3,000円
2,000円
8,000円
5,000円
5,000円
6,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
6,000円
6,000円

1日
7日
11日
17日
17日
18日
20日
20日
21日
22日
24日
24日
25日
25日
25日
26日
27日
27日
29日
29日
29日
30日

西秩父交通安全協会長若支部総会・懇親会費
西秩父地区警察官友の会総会・懇親会費
土産品代
土産品代
両神花卉生産組合通常総会・祝賀会費
三・両地域協議会総会・懇親会費
（一社）秩父観光協会秩父支部総会・懇親会費
西秩父交通安全協会下小鹿野支部総会・懇親会費
西秩父地区安全運転管理者協会定期総会・意見交換会費
第8回日本百名山両神山麓トレイルラン前夜祭会費
秩父地域雇用対策協議会定期総会・懇親会費
小鹿野りそな会総会・懇親会費
土産品代
小鹿野町農業委員会委員懇親会費
（一財）小鹿野町振興公社懇親会費
両神文芸クラブ総会・懇親会費
小鹿野町観光協会総会・懇親会費
小鹿野町国際交流協会総会・懇親会費
小鹿野高校野球部出陣式
ウェルカムライダーズおがの通常総会・懇親会費
ホタルの舞と音楽の夕べ
第14回彦五郎祭

5,000円
7,000円
3,645円
3,520円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
2,010円
5,000円
6,000円
3,000円
5,000円
3,000円
5,000円
5,000円
3,000円
3,000円

22日
26日

第18回ユーアイフェスティバル
埼玉県町村会町村長意見交換会費

3,000円
8,000円

町長
交際費

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

平成31年4月

令和元年5月

令和元年6月

令和元年7月

令和元年8月

令和元年9月

5,000円
3,000円
3,000円
5,000円
3,000円
5,000円
5,000円
5,000円
3,100円
2,000円
5,000円
3,000円

ひおけいざん

しせいどう

ぶこう

くんてんふっこ

さいとうげっしん

かめだほうさい

ひ お   けいざん

ちくいんじょじゅく

いさくぞうひ

えんきょざつわ
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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●11月12日(火)、12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、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。

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。予約制ですので事前にお申し込みください。
日時●12月6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

子育てこころの相談(予約制）子育てこころの相談(予約制）

小鹿野町プレミアム付商品券販売中です小鹿野町プレミアム付商品券販売中です

　子どもにイライラする、どう対応したらよいかなど子育てで
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●12月9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●12月6日(金)までにお申し込みください。

「ほっと ハグくむ．．．ママサロン」「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。
11月の巡回日＆場所
■11月1日(金) 　 長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■11月13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。
■11月22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 ①１１/１３㊌、②１1/２0㊌
１０：００～１１：３０

１１/２８㊍　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。

１１/２１㊍　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リズム遊び、サーキット遊びを行います。
【持ち物】水筒、着替え、タオル等

11/15㊎　10:00～11:30
お庭で遊ぼう
(球根・花苗植え)
雨天時：ホール

対象●1歳半以上のお子さんと保護者
親子で花壇やプランターにチューリップの球根やパンジーの花苗植えをします。
【持ち物】長靴、軍手、タオル、水筒、着替え、ビニール袋＊親子共、汚れても良い服装で
お越しください。

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？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）

11/20㊌  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

１１/７㊍
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 11月開所日
１１：３０～（水曜日以外） 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1日開放 １１/２、９、１６、２３、３０
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 １１/１４㊍　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。

１１/１２㊋　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　
A11/1　B11/15　
C11/22　D11/29
１０：００～１１：３０

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

１１/６㊌　９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

１１/２２㊎　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。

１１/８㊎　９：４５～１２：２０
対象●１歳以上のお子さんと保護者（20組）
焼きいも会をします。【持ち物】手拭きタオル、水筒、親子分のおわんと箸等　
雨天時は芋煮会です。

焼き芋会
(小鹿野幼稚園交流会)

１１/２７㊌　９：４５～１１：４０
＊《申込締切１１/１５（金）》
　午後個別相談

対象●就学前のお子さんと保護者
みんなでわいわい座談会です。子育てのどうしたらいいの？思っていることを何でも気
軽に話しましょう。お子さんも一緒に「同室保育」です。　
午後の個別相談２組　①１３：１０～　②１４：００～

わいわい座談会
「話そうよ！子育ての
わからないこと」
臨床発達心理士：堀　友子先生

１１/６㊌　１０：３０～１２：２０
＊現地集合

対象●平成２８年４月～平成２９年３月生まれのお子さんと保護者（６組）
小鹿野幼稚園で給食体験をします。食事や栄養相談に応じます。献立レシピも参考に
なりますよ。【持ち物】着替え、タオル、ビニール袋、水筒、おしぼり、エプロン、スプーン、
フォーク、箸（親子分）

給食体験
（小鹿野幼稚園）
参加費：５００円

※申込期限に注意してください。１１月１日（金）午前１０時から開催前々日までに電話か来所でお申し込みください。

年齢別講座
てくてくじゃんぷ

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

敬老の日のプレ
ゼント作り。おじ
いちゃん、おばあ
ちゃん喜んでくれま
すように...アンパンマ

ンの曲に合
わせて

玉入れ遊び
！がんばれ

～

楽
しい

こと
いっぱ

いあるよ！子育て支援センター
の活動

幼児食体験。好きなも
のが出てくるかな？

上手に食べられるかな
？

　町では、消費税率の10％への引き上げに伴い、プレミアム付
商品券を販売しています。
　購入できる人は、住民税非課税者と3歳未満児の子育て世帯
主で、商品券には申請受付期限や販売期間、使用期間などが定
められています。購入対象者で、商品券をご希望の人は購入手
続きをしてください。
■商品券の概要
販売期間●令和2年2月28日(金)まで
使用期間●令和2年3月10日(火)まで
■住民税非課税者で未申請の人
　対象に該当する可能性のある人には、8月に商品券購入引換
券交付申請書を発送しています。申請受付は令和2年1月31日

(金)までですのでご注意ください。
■住民税非課税者で申請済みの人
　対象と判断された人には、商品券購入引換券を発送します。
9月末日までの申請受付分は、すべて発送済みで、その後の申
請受付分は審査後、随時発送しています。
■3歳未満児の子育て世帯主の人
　平成28年4月2日から令和元年7月31日までに生まれた子
の世帯主には、商品券購入引換券を9月に発送し、令和元年8月
1日から令和元年9月10日までに生まれた子の世帯主には、10
月に発送しています。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

公園で遊ぼう。広い芝生の上でたくさん遊んだね！落ち葉やどんぐりを拾ったよ！

広報 おがの 子育て支援 子育て支援 広報 おがの
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子育て支援センター

 情 報

応援します！
あなたの子育て

☎７５-０５５０

親子で遊びに来てね。待っています。



　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●11月26日(火)13:00～
場所●児童館(2歳児健診会場)
※健診対象児童のみ

ブックスタート＆チャレンジ
(2歳児)
ブックスタート＆チャレンジ
(2歳児)

　第４回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール
の作品を展示します。ぜひご覧ください。今年もたくさん
の応募ありがとうございました。
展示期間●11月12日(火)～29日(金)
展示場所●両神ふるさと総合会館（2階）

調べる学習コンクール作品展示調べる学習コンクール作品展示

プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)
日時●11月12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●11月23日(祝)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●11月14日(木)、21(木)、28(木)全3回19:00～20:30
場所●小鹿野文化センター・和室
内容●初心者用フラダンスを1曲踊れるようにします。
講師●高野由美さん(小鹿野文化団体連合会加盟団体ホアカ
ノア講師)
定員●15人
費用●無料
持ち物●スカート（お持ちの人）、タオル、飲物
申込＆問合せ●11月1日(金)から受付開始です。電話でお申し
込みください。

はじめての体験　フラダンス教室

第34号文芸おがの作品募集

日時●11月9日(土)10:30～11:30
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
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●11月18日(月)～23日(祝)毎日全6回19:00～21:00
場所●小鹿野中学校第一体育館
内容●基本的なルール及び実技指導
講師●小鹿野卓球クラブの皆さん
対象●町内に在住又は在勤の人(小・中学生も可)
定員●50人(申込順)　　
費用●100円(保険代)
持ち物●運動のできる服装、体育館用シューズ
申込＆問合せ●参加費を添えて小鹿野文化センターにお申し
込みください。
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

町民卓球教室

　親子で一緒に体を動かし、ふれあいを楽しみませんか。体操
には良いことがたくさん!!お子さんの脳の成長を促します。マ
マやパパにとっては体脂肪やストレスを低下させます。
日時●11月23日(祝)10:00～11:00
場所●小鹿野小学校体育館
内容●親子でいきいき体操を行います。
講師●小寺沙季さん(ダンスインストラクター・児童指導員)
対象●町内に在住又は在勤する保護者(家族)と2歳から7歳
(小学１年生)まで
※参加する子の兄弟姉妹は、2歳から小学2年生まで可
定員●20組程度の親子及びその家族
費用●無料
申込＆問合せ●11月8日(金)までに小鹿野文化センター窓口
又は電話でお申し込みください。
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

親子いきいき体操

日時●11月24日(日)受付9:00～
場所●小鹿野高校体育館
種目●一部(上級者)、二部(中級者)、三部(初級者)
出場資格●西秩父地区に在住又は在勤・在学する高校生以上
の男女、小鹿野町体育協会バドミントン部会員
申込＆問合せ●小鹿野文化センター又は当日会場にてお申し
込みください。
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

第43回小鹿野町バドミントン大会

日時●11月24日(日)開会式8:00～
場所●下小鹿野グラウンド
出場資格●西秩父地区に在住又は在勤・在学する人　
※出場選手の2/3以上が出場資格を満たしているチーム
申込＆問合せ●11月12日(火)までに参加費1,000円を添えて、
小鹿野文化センターへお申し込みください。小鹿野文化センタ
ー・社会教育課☎75-0063

第43回小鹿野町サッカー大会

日時●11月24日(日)受付8:30～
場所●小鹿野中学校第一体育館
種目●個人戦　一般男子・女子、中学男子・女子、小学生
　　　ミックスダブルス　中学生以上
　　　団体戦(3人以上1組)　男子・女子
出場資格●小鹿野町に在住又は在勤・在学する人、そのほか大
会委員長が認めた人
申込＆問合せ●11月18日(月)までに小鹿野文化センターへお
申し込みください。
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

第43回小鹿野町卓球大会

おはなし会おはなし会

　今年で5回目となる両神ふるさと総合会館のイベント「ふる総フェスタ」
を開催します。楽しいステージライブやワークショップ、公民館サークルの
作品展示を予定しています。皆さんのご来館をお待ちしています。

ふる総フェスタ開 催
応募期間●11月1日(金)～12月20日(金)
応募資格●小鹿野町在住、在勤の成人又は小鹿野文化団体連
合会会員
対象作品●俳句1人10句(創作題をつける)、短歌1人8首(創作
題をつける)、川柳1人5句(創作題をつける)、詩1人1編、随筆1
人1編(1,600字以内)
申込＆問合せ●募集要項と応募用紙は、小鹿野文化センター
と両神ふるさと総合会館に用意してあります。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

12/21土
10:00～16:00

　ふる総フェスタのステージに出演してみませんか？み
んなで楽しく歌ったり踊ったり、大勢の皆さんの参加をお
待ちしています。
内容●歌やダンスなど、内容は問いませんが、年齢を問
わず楽しめる内容でお願いします。
出演時間●1組15分程度
募集組数●2～3団体
募集期間●11月12日(火)～12月6日(金)
※町立図書館に置いてある応募用紙に記入のうえ、お申
し込みください。

ふる総フェスタ
ステージ出演者募集
ふる総フェスタ
ステージ出演者募集

　ふる総フェスタでのボランティアスタッフを募集しま
す。私たち職員と一緒にふる総フェスタを盛り上げましょ
う。
活動日●12月21日(土)10:00～16:00
内容●ワークショップ、ステージライブのお手伝い、記録
写真撮影等
募集期間●11月5日(火)～12月6日(金)
※当日の昼食は用意します。
※高校生以下は保護者の同意が必要です。
申込●町立図書館までご連絡ください。☎79-0150

ボランティアスタッフ募集
(中学生以上)
ボランティアスタッフ募集
(中学生以上)

　手作りのクリスマス作品であれば、手芸、絵画、彫刻等
ジャンルは問いません。図書館で資料を借りた人に展示
作品の投票をしてもらいます。また、出展された人には参
加賞を用意していますので、皆さんからの出展を待ちし
ています。

ふる総フェスタ
「ハンドメイドdeクリスマス」コンテスト出展作品募集
ふる総フェスタ
「ハンドメイドdeクリスマス」コンテスト出展作品募集

募集期間●11月12日(火)～12月6日(金)
投票期間●12月10日(火)～20日(金)
その他●投票期間に図書館で資料を借りた人に投票
シールを3枚差し上げます。
※展示期間は、12月21日(土)までです。

※今月号の「図書館Q&A」はお休みします。

図書館・生涯学習 広報 おがの
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問合せ●町立図書館
　　　　☎79-0150
　　　　町立図書館分室
　　　　☎070-1303-4095（平日13:30～16:30）

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　

5日(火)、11日(月)、15日(金)、18日(月)、25日(月)
2日(土)、3日(祝)、4日(月)、9日(土)、10日(日)、16日(土)、
17日(日)、23日(祝)、24日(日)、30日(土)

11月の
休館日



相
談
員

休日急患当番医休日急患当番医定期無料相談定期無料相談
行政相談
▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

＊秘密は厳守しますので、お気軽にご利用ください。

　公正・中立の立場から、行政などへ
の苦情や意見、要望を受け、その解決
や実現を促進します。
■毎月第3月曜日実施
※休日の場合は翌日
日時●11月18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 10:00～16:00
　　　（年末年始を除く）
相談員●移住支援員、地域おこし協
力隊員
場所●小鹿野町観光交流館

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●①11月12日(火)、26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●11月13日(水)18:00～20:00
相談員●上原和代さん
　　　　加藤喜一さん
　　　　守屋よね子さん
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

心身障害者福祉相談
▶問合せ／保健福祉センター・福祉課 ☎75-4109

　障害者手帳の取得方法、障害者手
帳による割引や税の減免、車椅子な
どの補装具、ホームヘルパーなどの
障害福祉サービス、困りごと等に関
する相談に親切にお答えします。
日時●11月27日(水)13:00～15:00
相談員●心身障害者相談員
場所●小鹿野文化センター

秩父保健所の各種相談 ※要予約
▶問合せ／秩父保健所 ☎22-3824

■子どもの心の健康相談
相談員／医師
日時●11月12日(火)13:30～
相談員／臨床心理士
日時●12月27日(金)14:00～
■ひきこもり専門相談
相談員／公認心理師
日時●11月5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●11月19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●12月18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
日時●11月28日(木)13:00～16:00
相談員●臨床心理士
場所●保健福祉センター
■こころの悩み何でも相談
日時●11月19日(火)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●12月18日(水)10:00～12:00
相談員●渡部幸夫さん
　　　　豊田靜子さん　
場所●小鹿野文化センター

弁護士による法律相談　＊要予約
☎048-830-7830（県民相談総合センター）
日時／毎月第4水曜日13：00～16：00
　　　（祝日・年末年始は除く）
会場／秩父地方庁舎1階 県民相談室
　　　（秩父市東町29-20）

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

■休日急患対応
まずは休日診療所又は在宅当番医療機関を受診してください。

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

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

11月3日
4日
10日
17日
23日
24日

11月3日
4日
10日
17日
23日
24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
日野田町
小鹿野町
小鹿野町
阿保町
小鹿野町

☎75-2332
☎22-3000
☎75-2332
☎75-2332
☎22-6329
☎75-2332

小鹿野中央病院（内） 
松本クリニック（内）
小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
大谷津医院（内・小）
小鹿野中央病院（内）

診療時間／8:30～翌日の8:30

和泉町
皆野町
皆野町
桜木町
桜木町
皆野町

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

秩父病院
皆野病院
皆野病院 
秩父市立病院
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

11月3日
4日
23日
24日

黒谷
中村町
小鹿野町
太田

☎22-1118
☎24-6484
☎75-0050
☎62-1149

田口歯科医院
岩田歯科医院
みつはし歯科クリニック
そよ風歯科医院

※必ず電話で確認のうえ、受診してください。
※診療費用は通常の保険診療扱いとなりますので、保険証等を
忘れずに持参してください。

■平日夜間急患対応 ■土曜夜間急患対応

月
水

火・木・金

月
水

火・木・金

曜日 医療機関 電話

☎62-6300
☎22-3022
☎23-0611

皆野病院
秩父病院
秩父市立病院

11月2日
9日

16日、30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。

■埼玉県AI救急相談
　住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、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、埼
玉県救急電話相談(＃7119)や119番へ
の電話が可能です。

●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。

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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我が家の

天使天使
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小鹿野町
教育委員会委員
を任命しました

小鹿野町
教育委員会委員
を任命しました
　町の教育委員会委員として、両
神小森の中山忍さんを、令和元年
９月４日付けで議会の同意を得て
任命しました。

小鹿野
河村紅司さん・梨乃さん

心暖(ことの）ちゃん

※
ご
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す
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同
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９月
３日
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５日
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１２日
１６日
１６日
１７日
１７日
２１日
２２日

下小鹿野
河原沢
両神薄
三山
藤倉
両神薄
小鹿野
長留
飯田
両神薄
伊豆沢
長留

両神薄
８月
30日 岩嵜 大和（誠）

やまと

ご出産おめでとうございます。
《９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。
《９月中の同意書届出・敬称略》

８月
２５日
２５日

小鹿野
小鹿野

久保 愛子（９０）
守屋はな子（９７）
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簡単な

手話を覚えましょう
【第14回】

簡単な

手話を覚えましょう
【第14回】

小鹿野高校主催
陸上競技やり投げ リオ五輪代表 

新井涼平選手 講演会＆実演

小鹿野高校主催
陸上競技やり投げ リオ五輪代表 

新井涼平選手 講演会＆実演

濵田 和一（７６)
黒田 幸平（８１)
黒沢 アキ（８８)
髙𣘺　保（９３)
藥澤ミチ子（９０)
濵田 安子（８７)
木村 嘉忠（８２)
加藤 雅教（６６)
強矢みよ子（８８)
出浦 桂治（８４)
横田ツチヱ（８１)
今井 安雄（９２)

雨
あ
が
り
竹
林
の
葉
の
滴
揺
れ

キ
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に

　農家の皆さんが丹精こめて栽培した新鮮野菜や、つきたての
餅、特製きのこうどん等の販売を予定しています。また、長若ふ
るさとフェスティバルも開催されますので、ぜひご来場ください。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

長若自然休養村まつり長若自然休養村まつり

左手の親指を立てて、右手掌で前
に押し出すように２回たたく。

　リオオリンピック代表で東京オリンピックへの出場を目指している秩父地域出
身の新井涼平選手(全日本選手権6連覇中)の講演会と実演を4年ぶりに開催しま
す。講演会と実演には、地域の皆さんも来場・見学していただけます。講演会には、
小鹿野中学校の生徒も参加予定です。
講演会
時間●10:20～11:50　　場所●小鹿野文化センター
※入場無料・事前申込不要(生徒優先のため座席は後部となります。)
やり投げ実演
時間●14:30頃～　　場所●小鹿野高校グラウンド
問合せ●県立小鹿野高等学校☎75-0205(平日8:30～16:30)

加
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子
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木
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い

長
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和
子

多
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良
キ
ヨ
子

日時●11月23日(祝)10:00～14:00(雨天決行)
場所●長若運動場(旧長若中学校校庭)

小鹿野
ニウレ パラカスさん・
神田沙紀さん

サリナちゃん

遊ぶの大好き！いつもニコニコ笑顔です♡

遊ぶの大好き！いつもニコニコ笑顔です♡

絵本をめくるの大好き♡

これからも元気いっぱい 

すくすく成長してね♡
絵本をめくるの大好き♡

これからも元気いっぱい 

すくすく成長してね♡

べトナム料理を一緒に作ってみよう！ 参加者
募集

　小鹿野町国際交流協会と町では、町内の企業で働くベトナム人技能実習生の
皆さんと様々な交流を行っています。
　昨年は、日本での生活に役立つため日本語教室を開催しました。今回は、母国
のベトナム料理を作りながら楽しい交流会を実施します。
　ぜひ一緒にベトナム料理を作ってみませんか？
日時●11月30日(土)10:00～13:00
場所●小鹿野文化センター・調理実習室
料理●ゴイクォン(生春巻き)、チャーゾー(揚げ春巻き)、バイン・セオ(ベトナム風
お好み焼き)
定員●20人(申込順)　費用●無料
申込＆問合せ●11月22日(金)までにお申し込みください。
　　　　　　　小鹿野庁舎・総務課☎75-1221(小鹿野町国際交流協会担当)

ゴイクォン

バイン・セオ

みんなの広場 広報 おがの
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日時●11月26日(火)13:00～13:50
場所●児童館
該当児●【1歳6か月児】平成30年4月～5月生まれ
　　　　【2歳児】平成29年10月～11月生まれ
持ち物●【1歳6か月児】母子手帳、健康診査票、子育てアン
ケート　【2歳児】母子手帳、健康診査票

１歳6か月児・2歳児健診

日時●11月15日(金)13:00～13:50
場所●児童館　　該当児●平成26年8月～10月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票

5歳児健診

■長寿筋力アップトレーニング教室
　筋肉を鍛えることで、いつまでも若々しい体を保つことがで
きます。筋肉も含め、体を動かす機会をつくりませんか？
日時●①11月13日(水)、27日(水)14:00～15:00
　　　②11月14日(木)、28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●11月21日(木)、29日(金)10:00～11:30
場所●児童館　※いずれか1日の参加で、前日までに予約が
必要です。
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●11月20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

　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。
日時●11月15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・軽い運動など
※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？

11月11日は介護の日11月11日は介護の日
　高齢化などにより介護にまつわる課題は多様化しています。老老介護や一人
暮らし、看取り、介護者不足など、誰もが関係してくる老後や介護を身近なもの
としてとらえて、それぞれの立場で介護について考えていただくことが必要です。
　介護についての理解を深め、いかに介護を受けることを先送りし、誰もが健康
で暮らせるために、日常生活での支え合いや地域の交流を考えましょう。

特定健診(個別健診)特定健診(個別健診)
　国民健康保険に加入している人を対象に、医療機
関で個別健診の受診が可能です。
対象●40歳から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●令和2年3月31日(火)まで(75歳を迎える人
は誕生日の前日まで)
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。)

Hm4健康講演会『歯科の講演会』
～歯周疾患予防について～
健康講演会『歯科の講演会』
～歯周疾患予防について～
日時●11月14日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
講師●しまだ歯科医院　院長　嶋田出先生

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●11月12日(火)13:30～15:00
場所●総合ケアセンター巨香の郷　地域交流スペース　
※参加費として100円をいただきます。

Hm1オレンジカフェ『笑顔』

Hm1

Hm1

Hm1

■ヘルスアップ教室～体組成・骨密度測定～（予約制）
　あなたの筋肉や脂肪と骨の強さを調べて、健康を意識した
運動や食事について実践するきっかけにしてみませんか？
日時●11月25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の食事指導

■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●11月25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●11月12日(火)、26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

　音楽で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●11月21日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室　　
対象●65歳以上の人

Hm1バンビちゃんの会

※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)
※11月の開放日は、5日、6日、7日、12日、13日、14日、19日、
20日、21日、26日、27日、28日 (14日、28日は運動教室有)

Hm1

秩父地域自殺予防フォーラム秩父地域自殺予防フォーラム
日時●11月16日(土)13:30～15:30
場所●秩父宮記念市民会館(入場無料)
講師●みどりの杜クリニック　院長　森川すいめい先生
※駐車場に限りがあるため、お車での来場の場合は
乗り合わせでお願いします。

ヘルスアップ事業おがの

■減塩料理教室
　小鹿野町は塩分摂取が多い傾向があります。家庭で実践で
きる料理教室を開催します。
日時●11月20日(水)10:00～12:30
場所●小鹿野文化センター・調理実習室
内容●調理実習「野菜をたっぷり使った減塩料理」
講師●日本野菜ソムリエ協会認定　野菜ソムリエプロ　
　　　牧野悦子 氏
定員●20人(申込順)　費用●200円(材料代)
申込●11月1日(金)より電話でお申し込みください。

Hm1

■郷土料理教室
　こんにゃく芋から作る、手作りこんにゃくを作ってみませんか。
同時に食物繊維が多く摂れる料理の調理実習も行います。
日時●①11月28日(木)10:00～13:00
　　　②11月30日(土)10:00～12:30
場所●①小鹿野文化センター・調理実習室
　　　②両神ふるさと総合会館・調理実習室
内容●こんにゃく作り
対象●①20歳以上
　　　②親子(お子さんは幼稚園の年長児年齢以上)
定員●①25人　②8組　※いずれも申込順
費用●200円/人(材料代)　※親ひとりと子ひとりの場合は400円
持ち物●エプロン、三角巾、タオル
申込●①11月22日(金)までに保健課(☎75-0135)へ
　　　②11月25日(月)までに両神公民館(☎79-1311)又は
　　　　保健課(☎75-0135)へ

Hm1

介護負担を少しでも軽くするために…
■認知症家族会
　認知症家族会は、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
を話したり交流する、支えあう会です。同じ立
場だからこそ素直にそして安心して話せるこ
ともあると思います。少人数の参加のため、
とても話しやすい環境です。気軽にお出掛け
ください。
日時●11月19日(火)10:00～12:00
場所●児童館

交流を含めた、介護予防活動に参加しましょう
　各集会所で介護予防を目的とした体操を行っています。また、
集会所に集まることで、寄り合いの場となり、さらにはおしゃべり
や食事会などの交流の場として、高齢者の閉じこもり予防など
にもつながります。
※写真は両神第4区集会
所で実施している「こじか
筋力体操」です。ボラン
ティアのこじかクラブさん
を中心に各集会所で介護
予防のための体操を実践
していただいています。

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

※問合せの表記がない記事はこちらが連絡先です。



ダリアまつり　9/29
(両神山麓花の郷ダリア園)

おがのライダー宿　10/6
(国民宿舎両神荘前特設会場)

第1回小鹿野地域クラウド交流会
9/13(小鹿野文化センター)

奈倉妙見宮秋まつり　10/5
(下小鹿野) 女歌舞伎

●ウマとのふれあいコーナー
日時　11月10日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　子供の広場
費用　乗馬有料500円　※申込不要
●トウフ作り体験
日時　11月24日(日)10:00～13:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　2,500円(木枠代含む)
定員　15人(抽選)
締切　11月8日(金)必着　
●コンニャク作り体験
日時　12月1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　15人(抽選)
持ち物　5ℓの容器
締切　11月15日(金)必着
●クリスマスリース作り教室
日時　12月15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　11月29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

●陸上自衛隊高等工科学校生徒(一般)
受付期間　11月1日(金)～令和2年

自衛官募集

①スターウォッチング
日時　11月2日(土)18:00～19:30
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
②大滝の秋を思いっきり満喫！親子で楽
しむ秋の自然体験キャンプ『落ち葉の
プール・焼きいも・ドラム缶ピザ作り』
日時　11月16日(土)13:00～17日
(日)13:00 (1泊2日)
場所　大滝げんきプラザ集合(宿泊)
内容　落ち葉のプール、焼きいも、ド
ラム缶ピザ作り体験等
対象　特別支援学級・学校の児童生
徒とその家族、幼児、小・中学生とそ

の家族50人(申込順)
費用　小・中学生3,300円程度、大人
3,800円程度
申込&問合　①②ともに11月1日
(金)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

日時　12月14日(土)9:30～12:00
場所　秩父ミューズパーク・音楽堂
(集合)
内容　伝統的な正月飾りの門松を小
さくしたミニ門松を秩父ミューズ
パークに自生する松や竹などを使っ
て作成します。付けたい飾りがありま
したらご持参ください。
対象　一般　定員　30人(申込順)
費用　無料
服装　作業しやす
い服装
申込&問合　電話
でお申し込みくだ
さい。秩父ミュー
ズパーク管理事務
所☎25-1315

ミニ門松を作ってみよう

イ ベ ン ト

●介護福祉士試験準備講習
(受験直前対策)
日時　令和2年1月11日(土)、18日
(土)9:00～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代無料
申込＆問合　12月1日(日)から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

大相撲力士と交流
9/25(小鹿野保育所)
　藤島部屋所属の常
陸號、福山の両力士。
子どもたちと交流を
深めました。

小鹿野幼稚園運動会　9/28
　創立66年の長い歴史を持つ小鹿野
幼稚園として最後の運動会が行われま
した。※来年4月からは「町立おがのこ
ども園」に生まれ変わります。

　高等部専攻科(3年課程)では、視覚
障害(全盲又は弱視)の10代から60
代の人が、あん摩・マッサージ・指圧、
はり、きゅうの技能を習得しています。
卒業時には国家試験の受験資格が
得られ、免許取得後は病院や介護施
設等への就職、治療院開業、進学等
の道がひらけます。
選考日　第1次募集　11月29日(金)
第2次募集　令和2年2月14日(金)
※第1次募集で募集人員に達した場
合、第2次募集は行いません。
相談・見学　随時お受けします。詳し
くは、高等部専攻科教育相談担当ま
でお問い合わせください。
問合　県立特別支援学校塙保己一学
園高等部専攻科☎049-231-2121

県立特別支援学校塙保己一学園
(盲学校)高等部専攻科入学者募集

募 集

　大勢の皆さんにご参加いただき、5組の起業者
が事業や企画案のプレゼンテーションを行い、地
域おこし協力隊の工藤エレナさんが優勝しました。

秋の全国交通安全運動出発式
9/20(小鹿野警察署)
　小鹿野高校吹奏楽部の演奏披露のほか、同校
野球部が交通事故防止のエールを送りました。

1月6日(月)
試験期日　令和2年1月18日(土)
応募資格　15歳以上17歳未満の男子
●自衛官候補生(男子・女子)
受付期間　年間を通じて行っています。
試験期間　12月1日(日)、2日(月)の
いずれか1日(予定)
応募資格　18歳以上33歳未満の男女
締切　11月25日(月)
※自衛官候補生の試験期日は、変更
になる場合がありますので、詳細は
お問い合わせください。
問合　自衛隊秩父地域事務所
☎22-6157

日時　11月5日(火)18:30～(開場
18:00～)
場所　秩父地域地場産業振興セン
ター・大ホール(4階)
講師　鈴木啓太氏(元浦和レッドダイ
ヤモンズ/元サッカー日本代表/AuB
株式会社 代表取締役）
定員　400人(事前申込優先)
費用　無料
申込＆問合　一般社団法人　秩父法
人会☎25-1922

「税を考える週間」特別講演会
～未来に無限大の可能性を抱け！～

案 内

●草木染伝習所展
日時　11月17日(日)～24日(日)
10:00～16:30※最終日は14:00まで
場所　ムクゲ自然公園・森の美術館
内容　草木屋、山崎樹彦主催。自然
の植物に向きあった作品展。小物販
売あり。
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
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期間　11月18日(月)～24日(日)
時間　8:30～19:00※23日(祝)と
24日(日)は10:00～17:00
専用電話　☎0570-070-810
相談員　法務局職員、人権擁護委員
が対応します。(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

全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間

日時　11月24日(日)14:00～(開場
13:30～)
場所　秩父宮記念市民会館・大ホール
内容　混声合唱曲「季節へのまなざ
し」、平成を振り返るポップス集、ゲス
トによるフルートとピアノ演奏、みん
なで歌おう　ほか　※入場無料
問合　秩父混声合唱団
☎090-5448-3844(小林まで)

◎運転手付きマイクロバスの手配は、
国土交通大臣の許可を受けたバス
会社を利用しましょう。
　運転手付きの「白ナンバー」のマイ
クロバスは、「白バス」と呼ばれる道路
運送法に違反するサービスで、道路
運送法の許可を受けたバス会社(貸
切バス事業者)の正規のマイクロバス
には「緑ナンバー」が付いています。正

マイクロバス車両をレンタルする人へ

　障がい者ご本人に限らず、ご家族
や関係者からの相談も受け付けます。
日時　12月9日(月)10:00～16:00
専用番号　☎048-837-1022
FAX048-837-1005　
※専用番号は実施日のみ利用可　
※相談料無料、事前申込不要
問合　埼玉弁護士会法律相談セン
ター☎048-710-5666

障がい者無料法律相談110番

　お気軽にご参加ください。大勢の
皆さんのご参加をお待ちしています。
日時　12月7日(土)10:00～12:00
(受付9:45～)
場所　秩父特別支援学校
内容　ボッチャ、スポーツ吹き矢、輪
投げ、スカットボール等のレクリエー
ション
対象　障がいのある人、高齢者、共に
スポーツを楽しみたい人
費用　無料(申込不要)
持ち物　体育館シューズ、運動がで
きる服装　
※詳しくは、秩父特別支援学校ＨＰを
ご覧ください。
問合　
秩父特別支援学校☎24-1361
保健福祉センター・福祉課
☎75-4109

ふれあいレクリエーション
ちちぶＦＡＮピック

日時　12月7日(土)13:00～15:30
場所　さいたま市民会館おおみや
内容　【第1部】令和元年度全国中学
生人権作文コンテスト埼玉県大会表
彰式　【第2部】朝霞市立朝霞第五中
学校吹奏楽部によるミニコンサート
※入場無料(定員274人)
問合　埼玉地方法務局人権擁護課
☎048-859-3507

さいたま地方法務局、埼玉県人権
擁護委員連合会『記念事業』

　結成60周年の節目の年を迎え、更
生保護のこころを広く啓発し、活性化
を図ることを目的に講演会を開催し
ます。大勢の皆さんのご来場をお待
ちしています。
日時　12月11日(水)13:00～15:00
場所　秩父宮記念市民会館・大ホール
講師　さとう宗幸氏(歌手・保護司)
定員　700人(事前申込不要)
費用　無料
問合　秩父地
区更生保護女
性会
☎080-4863-
9449

秩父地区更生保護女性会
結成60周年事業「特別講演会」

日時　12月15日(日)18:45～(開場
18:30～)
場所　秩父歴史文化伝承館・ホール
内容　落語界切っての実力派。艶の
ある古典落語で観客を魅了する。大
河ドラマ「いだてん」の落語・江戸言
葉を担当。
費用　チケット一般3,000円、中高生
1,000円、障がい者1,500円

※チケットは秩父演劇鑑賞会(グレー
内)と矢尾トラベルサロンで販売して
います。
問合　秩父演劇鑑賞会事務局
☎25-1541

落語鑑賞会「古今亭菊之丞落語会」

　麻薬・覚醒剤・大麻などの薬物乱用
は、健康を害するだけでなく、自分や
周りの大切な人たちの人生までも狂
わせます。
　「ちょっとなら…。」といった甘い考
えは命取りです。薬物乱用は１回でも
「ダメ。ゼッタイ。」
　正しい知識を持ち、薬物乱用を根
絶しましょう。薬物でお困りの人は、ご
相談ください。
問合　
埼玉県秩父保健所☎22-3824
埼玉県薬務課☎048-830-3633

麻薬・覚醒剤乱用防止運動
11月30日まで実施中

　労働保険は労災保険と雇用保険の
総称で、政府が管理運営している強
制加入の保険制度です。
　労働者が業務上負傷した場合や失
業した場合等に必要な保険給付を
行っています。
　労働保険は、原則として労働者を
一人でも雇用していれば、加入手続
を行い、労働保険料を納めなければ
なりません。
　まだ加入されていない事業主の人
は、速やかに加入手続を行うようお願
いします。
　なお、手続指導及び加入勧奨に
よっても自主的な加入手続を行わな

い事業主に対しては、強制的な加入
を含めた対策を実施しています。
問合　埼玉労働局労働保険徴収課
☎048-600-6203

11月は
「労働保険適用促進強化期間」です

　埼玉県では、発達障害に特化し、就
労相談から職業能力評価、就労訓練、
就職活動支援、職場定着支援までを
支援する「発達障害者就労支援セン
ター（ジョブセンター）」を運営してい
ます。同センターでは、発達障害のた
めに就労が困難な人の就労を支援し、
それぞれの得意分野でこれまでに
400人以上が就職しています。
対象　医師の診断や障害者手帳の
有無にかかわらず、発達障害の特性
を持ち、その自覚がある人で企業等
への一般就労(障害者雇用枠での就
労を含む)を希望している人。※障害

発達障害者就労支援センター
(ジョブセンター)からのお知らせ

第35回秩父混声合唱団定期演奏会

　この機会に、ぜひご来校ください。
日時　11月30日(土)10:10～12:30
場所　県立秩父特別支援学校
内容　児童生徒の作品・作業学習製
作品の展示等、学習活動紹介、バ
ザー等
問合　県立秩父特別支援学校
☎24-1361

秩特かがやき祭

　NPO法人ちちぶ出会いサポート
センタージュノールでは、現在新規女
性の登録無料キャンペーンを実施し
ています。(通常、年会費12,000円
(税別))
対象　12月25日までに新規登録す
る女性
問合　NPO法人
ちちぶ出会いサ
ポートセンタージュ
ノール☎26-7518

NPO法人ちちぶ出会いサポートセンター
ジュノール  女性応援キャンペーン実施！

「り災証明書」等の発行について
　浸水や土砂流入などの災害により被災した家屋や
カーポート、車両について、「り災証明書」及び「被災
証明書」を発行しています。これらの証明書は、各自
で契約されている火災、家財、車両保険の保険請求
などの際に求められる場合があります。被害の状況
を写真に残すなど、後日状況がわかるようにしてお
いてください。
受付場所●小鹿野庁舎・総務課(平日8:30～17:15)
申請に必要な書類
■り災証明書
①り災証明書交付申請書
②本人確認ができるもの(運転免許証等)
③承諾書(家屋の居住者と所有者が異なり居住者が
申請する場合)
※り災証明書の発行は、現地調査を実施します。
■被災証明書
①被災証明書交付申請書
②家屋以外の構造物や車両などの被害状況がわか
る写真
③本人確認ができるもの(運転免許証等)
問合せ●り災証明書等の申請書は小鹿野庁舎・総務
課でお渡しいたします。
小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

　10月12日に関東地方に上陸した台風19号により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。
　被害に遭われました皆様に、心からお見舞い申し上げます。

被災ごみの処分について
　被災した家財等の廃棄物につきましては、町へ申
請することにより、ごみ処理手数料が減免できます。
受付場所●小鹿野庁舎・住民生活課
　　　　　(平日8:30～17:15)
申請に必要な書類
①「り災証明書」又は「被災証明書」の写し
②一般廃棄物処理手数料減免申請書
③被災ごみ確認リスト
■注意事項
　被災ごみは、申請者又は申請者の依頼した業者等
で持ち込みしていただきます。テレビ・エアコン・洗濯
機・冷蔵庫の家電４品目には、家電リサイクル券が必
要となります。
　また、消火器などの適正処理困難廃棄物など広域
に持ち込めないごみもありますのでご注意ください。
　なお、手続きには数日間を要する場合があります。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170

福祉サービスの就労移行支援を利用
して訓練を受ける際には、医師の診
断及び市町村による障害福祉サービ
スの受給決定が必要です。
場所　ジョブセンター熊谷(熊谷市桜
木町1-137)
※このほかのジョブセンターは、川口
市・草加市・川越市にあります。
問合　ジョブセンター熊谷
☎048-501-8917

規の貸切バス事業者には「運送引受
書」や「領収証」などの関係書類の交
付が義務づけられており、口答による
契約は法律に違反するサービスです。
◎レンタカーのマイクロバスには、
運転手は付いていません。
　レンタカーを借りた場合には、車を
借り受けた利用者自身、又は実際に
運転する人の氏名等をあらかじめレ
ンタカー会社へ申告し、運転しなけれ
ばなりません。
　レンタカーと運転手が一体的に提
供されるサービスも、「白バス」と呼ば
れる法律に違反するサービスです。
運転を依頼した人などに、レンタカー
の手配をしてもらうことはできません。
※違法な「白バス」を利用して事故に
遭った場合、保険の適用がない場合
があります。
問合　埼玉運輸支局輸送担当
☎048-624-1835

台風19号で被害に遭われた皆様へ
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