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11月1日現在　【世帯数】4,692世帯
　　　　　　  【総人口】11,501人【男性】5,711人【女性】5,790人
10月中の異動　出生1人/死亡9人/転入14人/転出5人
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2019（令和元年）NO.171 広報おがの／令和元年12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11月15日現在）
貯水位　328.02ｍ
貯水量　10,261,100㎥
貯水率　100.1％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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▲子育てサークル
▲子育て相談
■開放日

▲よちよち
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲1日開放▲ふれあい遊び
●バランスボール
　教室
◆健康講演会
■開放日

▲発育測定・誕生会
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
◆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
■開放日・講習会

▲カレンダー作り
●子育てこころの
　相談

▲開放
■ヘルスアップ教室

▲開放 ▲開放
◎ひきこもり相談
◎認知症相談日
■開放日・講習会

世界エイズデー

世界人権デー

障害者週間 人権週間 大雪

▲すくすく(ふれあい遊び)
▲開放

▲開放
■開放日

★図書館休館日

▲すくすく(離乳食)
▲開放
●3歳児健診
■ステップ体操

▲すくすく(計測)
▲開放
●はぐくみ相談(運動)
■ステップ体操

▲サーキット遊び
●乳児健診＆BCG
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲クリスマス会
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■体組成測定
■開放日

▲子育てサークル
■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)
●バランスボール
　教室
■ステップ体操

▲1日開放

▲開放
■開放日

▲開放

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談
■開放日

12月25日（水）までに
納めてください。

固定資産税 　　第3期
国民健康保険税　第6期
介護保険料 　　第6期

今月の納税今月の納税

年賀郵便
特別扱い始め

冬至 クリスマス

元日

官公庁仕事納め

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日 ★図書館休館日
★ふる総フェスタ
◆楽しいおはなしの会

小 鹿 野 町小 鹿 野 町

鉄砲まつり
(飯田・八幡神社)

鉄砲まつり
(飯田・八幡神社)
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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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台風19号の記録2
交通ルールとマナーを守って交通安全に心掛けましょう4

歌舞伎・郷土芸能祭　 11/16、17
　子どもからベテランまで町内の伝統芸能を受け継ぐ各団体
が一堂に会し、今年も「歌舞伎・郷土芸能祭」が盛大に開催さ
れました。
　歌舞伎に出演する子どもたちは、楽屋では終始リラックスし
た表情。ひとたび舞台に上がると大人顔負けの演技で観客を
魅了し、会場から大きな声援と拍手が送られました。

フォトニュース
みんなの広場
保健・福祉
情報版
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★両神ふるさと総合
　会館休館日
◆小鹿野文化センター
　休館日

★両神ふるさと総合
　会館休館日
◆小鹿野文化センター
　休館日

★両神ふるさと総合
　会館休館日
◆小鹿野文化センター
　休館日

★両神ふるさと総合
　会館休館日
◆小鹿野文化センター
　休館日

★両神ふるさと総合
　会館休館日
◆小鹿野文化センター
　休館日

★両神ふるさと総合
　会館休館日
◆小鹿野文化センター
　休館日



　東日本に記録的な大雨をもたらした台風19号により、各地で土砂崩れや河川の氾濫が起き、甚大
な被害が発生しました。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。
　小鹿野町においても、孤立集落の発生や家屋の全壊、道路の崩落など、大きな被害がありました。
未曽有の大災害に直面した小鹿野町の状況を掲載します。

気象情報の発表及び避難情報発令等の経過気象情報の発表及び避難情報発令等の経過

　この度の被害を受け、ふるさと納
税を通じた災害支援の寄附を受け
付けています。頂戴しました寄附金
は、災害復旧事業や今後の防災対
策などに使わせていただきます。
　皆さんの温かいご支援をよろしく
お願いします。

問合せ●小鹿野庁舎・総務課
　　　　☎75-1221

　被災された方は、町税、保険料等の減免などの支援を受けることができます。こうした
制度には受けられる条件がありますので、詳しくは各担当課へお問い合わせください。
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▲河原沢地内(国道299号) ▲両神薄地内(日向大谷登山口駐車場) ▲飯田地内(落葉松峠)

▲藤倉地内(長沢橋) ▲下小鹿野地内(小鹿野用水) ▲藤倉地内(新要トンネル手前)

■10月11日(金)
13:00

18:14
■10月12日(土)
04:06

07:00
08:00

09:00
10:40

13:00
15:20

15:30
16:00
16:15

16:40

20:00

小鹿野文化センターと両神振興会館(両神庁
舎)に自主避難所を開設する。
小鹿野町に大雨注意報が発表される。

小鹿野町に大雨警報(土砂災害・浸水害）、洪水
警報が発表される。
小鹿野町に土砂災害警戒情報が発表される。
小鹿野町全域に避難準備・高齢者等避難開始
(警戒レベル3)を発令する。
11日から開設していた自主避難所（2カ所）を
避難所とし、新たに般若いきいき館と小鹿野町
武道場を加え、計4カ所を避難所として開設す
る。
避難者が39人となる。
小鹿野町全域に避難勧告(警戒レベル4)を発
令する。
避難者が120人となる。
小鹿野町全域に避難指示(緊急)(警戒レベル
4)を発令する。
大雨特別警報が発表される。
避難者が285人となる。
小鹿野町全域に災害発生情報(警戒レベル5)
を発令する。
旧長若中学校体育館、小鹿野中学校第二体育館、
両神ふるさと総合会館を避難所として増設する。
避難者が506人(最大数)となる。

■10月13日(日)
00:40
06:00
08:00

08:20
09:00
19:00

大雨特別警報が解除される。
避難者が165人となる。
災害発生情報(警戒レベル5)を解除し、避難勧
告(警戒レベル4)とする。
小鹿野町武道場、小鹿野中学校第二体育館、
旧長若中学校体育館、両神ふるさと総合会館
の避難所を閉鎖する。避難者が41人となる。
般若いきいき館の避難所を閉鎖する。
両神振興会館(両神庁舎)の避難所を閉鎖する。
避難者が0人となる。
小鹿野文化センターの避難所を閉鎖する。
避難勧告(警戒レベル4)を解除する。
※避難情報はすべて解除

大野県知事が災害現場を視察(両神小森地内)

復興支援に伴う緊急寄附の
受付について(ふるさと納税)

被災された方が受けられる町の支援施策被災された方が受けられる町の支援施策

▲自衛隊派遣(水路土砂撤去) ▲両神小森地内(県道仮復旧工事) 検索災害支援チョイス  小鹿野町

施策の内容 問合せ内容
り災証明書の発行
被災証明書の発行

被災ごみのごみ処理手数料
減免

印鑑登録証の再交付

印鑑証明書の発行

住民票の写しの交付

戸籍謄本（抄本）の交付

個人番号の通知カード又は
個人番号カードの再交付

個人町民税、国民健康保険税
の減免

固定資産税の減免

雑損控除の申告

納税の猶予

介護保険料の減免及び徴収
猶予

後期高齢者医療保険料の減免

医療保険の窓口負担、
介護保険の利用料免除

障害福祉サービス、児童福祉
の通所等の利用者負担額の
減免

災害により被災した家屋の被害程度を証明します。
災害により家屋以外の構造物、車両などが被災したことを証明します。
被災した家財等を廃棄する場合、町への申請によりごみ処理手数料を減
免します。申請にり災証明書又は被災証明書の写し、被災ごみ確認リスト
が必要です。
災害により印鑑登録証を消失した場合は、本人確認及びり災証明書の提
示により再交付手数料を免除します。 
災害による整理復興に係る関係書類と、本人確認及びり災証明書の提示
により交付手数料を免除します。
災害による整理復興に係る関係書類と、本人確認及びり災証明書の提示
により交付手数料を免除します。
災害による整理復興に係る関係書類と、本人確認及びり災証明書の提示
により交付手数料を免除します。
災害により個人番号の通知カード又は個人番号カードを消失した場合は、
本人確認及びり災証明書の提示により再交付手数料を免除します。
災害により住宅又は家財について消失又は損害を受けた人(前年中の合
計所得が１千万以下の人で、損害の程度が3割以上)の個人町民税、国民
健康保険税を減免します。住宅に被害を受けた人で減免申請する場合は、
り災証明書の写しが必要です。
災害により家屋が2割以上の損害を受けた人、償却資産が災害により使用
不能になった人の固定資産税を減免します。申請には、り災証明書の写し
が必要です。
町県民税の申告又は所得税の確定申告で雑損控除申告することにより、
翌年度の個人町県民税の全部又は一部を軽減できる場合があります。
災害を受けたことにより納税が困難と認められる場合は、徴収猶予等の制
度があります。猶予等の期間は原則、申請のあった日から１年以内です。
災害により住宅が半壊(床上浸水)以上の被害を受けた人の介護保険料の
減免及び徴収猶予の制度があります。各申請には、り災証明書の写しが必
要です。
災害により住宅が半壊(床上浸水)以上の被害を受けた人の後期高齢者医
療保険料を減免します。申請には、り災証明書の写しが必要です。
災害により被災された人で国民健康保険等に加入している人、介護サービ
スを利用している人は、医療機関や介護サービス事業所等の窓口での申
告により、窓口負担や利用料の支払いが不要となります。
災害により住家が半壊以上の被害を受けた人の障害福祉サービス、児童
福祉の通所等の利用者負担額を減免します。減免の内容により、り災証明
書が必要になる場合があります。

小鹿野庁舎・総務課
☎75-1221

小鹿野庁舎・
住民生活課
☎75-4170

小鹿野庁舎・
住民生活課
☎75-1418

小鹿野庁舎・
税務課
☎75-4124

保健福祉センター・
福祉課
☎75-4103
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月別交通事故死者数(平成30年)

高齢歩行者は「散歩や買い物時」に注意

死亡事故は「夕暮れ時」に
多く発生しています

　小鹿野警察署管内の交通死亡事故ゼロ継続日数がもうすぐ3,000日を迎えます。今年もあと
わずかとなりましたが、12月は交通事故死亡者数が月別で一番多いことをご存知ですか？
　交通事故は、一人ひとりが交通ルールやマナーを守ることで未然に防ぐことが可能です。誰に
でも身近に起こりうる問題ですので、決して「他人ごと」と思わずに「自分ごと」として考えていく
ことが大切です。

　小鹿野警察署管内の交通死亡事故ゼロ継続日数がもうすぐ3,000日を迎えます。今年もあと
わずかとなりましたが、12月は交通事故死亡者数が月別で一番多いことをご存知ですか？
　交通事故は、一人ひとりが交通ルールやマナーを守ることで未然に防ぐことが可能です。誰に
でも身近に起こりうる問題ですので、決して「他人ごと」と思わずに「自分ごと」として考えていく
ことが大切です。

あおり運転はやめましょう

令和元年「冬の交通事故防止運動」にご協力ください

　この運動は、交通事故を防止するため、すべての人が交通ルール
を遵守し、正しい交通マナーの実践を習慣付けるなど、交通安全意
識の向上を目指します。
　運転者、家庭、学校、職場、地域などそれぞれの視点から交通事故
ゼロを目指しましょう。
実施期間●12月1日(日)～14日(土)
埼玉県重点事項
■飲酒運転の根絶及び路上寝込み等による交通事故防止
■子どもと高齢者の交通事故防止
■夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止

※上記のグラフ(平成30年)以外でも、過去10年間の数値を確認した
ところ、やはり毎年12月が交通事故死亡者数が一番多い月であること
を確認しました。

　65歳以上で年齢とともに死者数が多くなります。高齢歩行者の死亡事故を目的別
にみると、男性は「散歩や買い物」で女性は「買い物」によるものが多いという結果も出
ています。
　このような交通事故を防止するためには、高齢者本人が、横断するときのルールを
遵守することや反射材などの活用を心掛けることが大切です。また、ご家族からも反
射材の活用など、事故対策を助言するようにしましょう。

　時間帯別の死亡
事故発生件数は、17
時台から19時台の
時間帯に、特に多く
発生しています。「夕
暮れ時」などと呼ば
れるこの時間帯は、

ドライバー、歩行者ともに視認性が下がり、
互いの接近に気づきにくいと言われていま
す。
　また、仕事や買い物を終えたドライバーの
帰宅時間であり、子どもたちにとっては下校
時間でもあるため、人も車も交通量が多く、
さらに1日の疲れが出て注意力が低下しやす
い時間帯でもあります。

　「あおり運転」は、重大な交通事故につな
がる悪質で危険な行為です。この「あおり運

転」対策として、現在警察庁では、悪質で危険な運転には
「免許取り消し」ができるよう制度の改正に向けて検討し
ているとのことです。
　車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、安
全な速度での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとと
もに、無理な進路変更や追越し等は絶対にやめましょう。

■安全な場所から110番通報
　危険な運転者に追われるな
どした場合は、交通事故に遭わ
ない場所に避難して、ためらう
ことなく警察に110番通報をしてください。 
　また、警察官が来るまではドアをロックして待機
し、身の安全を確保してください。

交通事故は「他人ごと」？

いいえ、「自分ごと」です

出典：警察庁資料
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歩行者ができる交通事故対策
■道路横断時の交通ルールを守る
　歩行者が道路横断中に発生した
死亡事故の多くが「横断歩道以外」
の場所で発生しています。
　道路横断中に事故に遭わないよ
う、歩行者は次の交通ルールを守り
ましょう。
•横断歩道が近くにあるところでは、横断歩道を横断する。
•道路を斜めに横断しない。（横断距離と時間が長くな
る。）
•進行中、停車中の自動車等の直前や直後を横断しな
い。（左右の見通しがきかず危険）

■明るい色の服装で出かける
　交通事故に巻き込まれないためには、歩行者自身がド
ライバーから見えやすくする工夫が大切です。特に夕暮
れ時には、黒など濃い色の服装はドライバーから見えに
くいので、事故を防ぐためにもドライバーから見えやす
いよう、明るい色の服装を身に着けましょう。
■反射材やライトを活用する
　反射材は、受けた光を、光が来た方向に強く反射しま
す。反射材用品には、シールやキーホルダーを靴、杖、
カートにつけるもののほか、足首・手首のバンド、たすき
など様々なものがあります。また、歩行者がライトを活
用することも効果的です。

ドライバーができる交通事故対策
■横断歩道に関するルールを守る
　ドライバーは、横断歩道を横断しようと
する、又は横断している歩行者がいる場
合、歩行者を優先しなくてはいけません。
　横断歩道は、歩行者の横断の安全を確
保するためのものであり、横断歩道を横断
している歩行者がいるときは、その手前で
一時停止し、歩行者の通行を妨げてはなり
ません。

■ライト(前照灯)を早めに点灯する
　夕暮れ時は、早めにライト(前照
灯)を点灯して、視界を確保するとと
もに、自分の車の存在を他の歩行者
や自転車などに知らせましょう。　
　また、対向車、先行車の有無や交
通量などの状況に応じて、ハイビー
ム(上向き)を上手に活用して運転し
ましょう。

横断歩道の手前には、この路面標示があります。
歩行者の有無をしっかりと確認しましょう。

危険！！

『人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県』

　平成23年10月9日から継続している小鹿
野警察署管内(西秩父地区)の交通死亡事故
ゼロ継続日数が、12月26日(木)で3,000日
を迎えます。この3,000日という数字は、県内
の警察署別ではダントツの数字であり、とて
も名誉なことです。
　これからも交通ルールとマナーを守って交
通安全に心掛けましょう。

皆さんの努力と協力で
もうすぐ3,000日を迎えます！

年間3,532人
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夕暮れ時

早めのライ
ト点灯を！夕暮れ時

早めのライ
ト点灯を！

交通ルールとマナーを守って
交通安全に心掛けましょう
交通ルールとマナーを守って
交通安全に心掛けましょう
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写真提供：設楽 怜司 氏

　小鹿野町公式ご当地キャ
ラクターデザイン募集につ
きましては、小鹿野町をはじ
め、全国からたくさんのご応
募をいただき、応募総数は
189作品にもなりました。誠
にありがとうございました。
　ご応募いただいた189作
品の中から、選考委員の厳

正な審査のもと、入選作品を5作品まで絞り込み、町内
の小・中学生や幼稚園・保育所(園)の子どもたちによる
投票を行いました。その結果、小鹿野町に在住経験のあ
る群馬県の山下様からの応募作品「おがニャッピー」が
最優秀賞に選ばれました。

小鹿野町公式ご当地キャラクターが決定しました小鹿野町公式ご当地キャラクターが決定しました

　最優秀賞に選ばれた「おがニャッピー」には、今後、小
鹿野町公式ご当地キャラクターとして、情報の発信やイ
ベントへの参加をしてもらいます。
　応援よろしくお願いします。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

　町では、空き公共施設の利活用について、町民の皆さ
んから様々な意見やアイディアをいただくため、町民主体
のワークショップを開催します。
　なお、子育て世代の皆さんも参加しやすいようにお子
さんを預かる一時保育室も開設しますので奮ってご参
加ください。
ワークショップ対象施設
■旧三田川中学校
■旧長若中学校
■両神保育所
※両神保育所は、認定こども園への移行に伴い、令和2
年3月31日をもって閉所となることから対象としました。
メインテーマ●「町の将来と空き公共施設の利活用」
　メインテーマについて、町で設定した個別テーマや意
見交換の中でワークショップを行います。
テーマ①　旧三田川中学校の利活用について
テーマ②　旧長若中学校の利活用について
テーマ③　両神保育所の利活用について
内容
■全体会議(参加者全員)
町の将来と空き公共施設の現状や課題
■グループ討議(グループに分かれて意見交換)
対象施設ごとの現状と利活用について意見交換
日時●1月18日(土)、2月1日(土)、15日(土)
いずれも13:30～16:30
場所●小鹿野庁舎・第１会議室

小鹿野町空き公共施設利活用町民ワークショップ
参加者募集
小鹿野町空き公共施設利活用町民ワークショップ
参加者募集

募集人員●5人(応募者多数の場合は抽選により決定し
ます。)
　なお、参加者については、各世代、性別、職業など幅広
く求める必要があるため、公募による参加者のほか、
様々なカテゴリーの団体からの推薦者を含め、ワーク
ショップを行います。
応募資格●町内在住又は在勤、在学している人で、全3
回継続して参加できる人
※ワークショップ参加に伴う報酬、旅費などの支給はあ
りません。
募集期間●12月2日(月)～10日(火)
申込＆問合せ●参加申込書に必要事項を記入のうえ、持
参・郵送・ＦＡＸ・メールのいずれかの方法で提出してくだ
さい。なお、参加申込書は返却しません。
※参加申込書は、小鹿野庁舎・総務課 まちづくり推進室
にあります。また、町ホームページからもダウンロードで
きます。
小鹿野庁舎・総務課 まちづくり推進室
☎26-6581　FAX 75-2819
メール somu@town.ogano.lg.jp

　今年5月に小鹿野町と包括連携協定を締結した埼玉
県立小鹿野高校。これまでも、小鹿野高校は地域を盛り
上げる活動を数多く行っており、町民の皆さんもそんな
高校生たちを様々な形で支えてきました。高校と地域が
協力し合う、そんな関係をより深めるために、町と高校は
『小鹿野高校魅力化プロジェクト』を立ち上げました。現
在の活動を発信していくとともに、さらなる魅力化も応
援していきます。その進捗を定期的に広報でもご案内す
る予定です。
　さて、地域の協力を得て活躍している取組の中に、生

■最優秀賞　『おがニャッピー』
その他の入選者は次のとおりです。
■優秀賞　
■特別賞

新潟県　小林様
東京都　永井様
東京都　新井様
徳島県　坂野様

ワークショップとは…
参加者全員がお互いに教えあったり、学びあったり、
意見交換をしながら話し合う方法のことです。

今回の活動で良かったこと・次に活かしたいこと
■岩田  涼さん(2年・副会長)
　モンベル・東洋大・立教大・小鹿野町・小鹿野高校が協力して、大規模な
イベントを開催できたところが良かった。大学生とは、最初会話が続かな
かったが、作業を通して徐々に仲良くなれた。大学生のデザインは発想が斬
新で、とても素敵なものが完成した。また、モンベルさんにテントを3張お借り
し、テントと「竹あかり」が融合したことで幻想的な空間となった。私たちに
とって、また良い経験となった。今後も頑張っていきたい。
■柳井愛美さん(1年・書記)
　初めてプレゼンを行ってみて、活動内容や手順を相手に言葉や文章で伝
えることは、非常に難しいと感じた。また、「竹あかり」を指導する立場になっ
てみて、教えることの難しさも学ぶことができた。イベントを重ねるたびに、こ
れらが上達するよう頑張っていきたい。また、小鹿野高校の生徒でも「竹あ
かり」を知らない人がいるので、もっとたくさんの方にその凄さや大変さを
知ってもらいたい。

モンベルへのプレゼンや大学生との連携で感じたこと
■黒沢心愛さん(2年・会長)
　今回、初めて企業の方を前にプレゼンし、普通の高校生
では味わえない緊張感を感じることができ、素晴らしい経験
をさせていただいた。モンベルという素晴らしい企業と連携
させていただくことで、テントと「竹あかり」という新しい取組
が実現したし、HPやツイッターなどで呼びかけていただいた
おかげで、たくさんの方に「竹あかり」を知ってもらえた。これ
からもどんどん「竹あかり」を発展させていきたい。

小鹿野
高校×

地域のコラボ通信 VOL.1

徒会の「竹あかりプロジェクト」があります。10月19～
20日には、国民宿舎両神荘にて、東洋大学、立教大学の
学生たちと一緒に竹あかりを製作し、芝生広場をライト
アップするイベントを開催しました。高校生が大学生の
前でプロジェクトの経緯を説明し、大学生たちと今後の
小鹿野町をテーマに意見交換会も行いました。また、
(株)モンベルに生徒会メンバーがプレゼンしたことで、
テントの無料提供も受けられました。
　この活動に励んだ生徒たちは、何を感じているので
しょうか。感想を聞きました。

■出浦一輝さん(2年・会計)
　初めて、大学生と意見交換会を行い、まず引き出しの多
さに驚いた。また、大学生が小鹿野町について行った調査
結果を聞いて、小鹿野町の良いところや悪いところが具体
的で分かりやすく、凄いなと思った。同時に、外から見られる
小鹿野の魅力と中から見える魅力が違うということも分
かった。今回の意見交換会で私たち生徒会は、中から見て
いる小鹿野の魅力を外に向けて発信していく必要があると
思った。

　それぞれ学ぶものは大きかったようです。高校生も町も一緒に元気になる素晴らしい取組
の1つではないでしょうか。町民の皆さんも、活動を見かけた際は、ぜひ、頑張っている高校生
たちに「綺麗だったよ」「今度はいつやるの？」など、声を掛けてみてあげてください。

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238
　　　　(小鹿野高校魅力化プロジェクト)
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　月日の経つのは早いもので、
師走を迎え、あとひと月で今
年も終わります。今年5月１日
から元号が令和に代わり、平
穏な年であることをお祈りいた
しましたが、この一年町は大き
な災害等に見舞われました。
　まず、９月１７日に町内で豚コ

レラが発生し、これは同月13日に秩父市内で発生した
のに引き続き県内で２例目となりました。その結果、
1300頭を超える豚が殺処分されました。県も全庁を挙
げてこれに対応していただき、町も道路封鎖や対応基
地の設置など県に全面的に協力いたしました。周辺地
域住民の皆様にも協力いただき、スムースな感染防止
に向けての防疫作業が実施出来ました。大野県知事も
いち早く対応していただき、国に働きかけなどを行い、
国も豚コレラワクチンの接種を実施する方針を決定し、
県内では既にワクチン接種が行われました。県の早い
対応が国を動かし、被害を受けなかった養豚農家が守
られることにつながりました。被害を受けた養豚農家に
は、お見舞いを申し上げます。
　また、１０月１１日から１２日にかけて襲来した台風１９
号の記録的な大雨により、町内でも甚大な被害が発生
しました。家屋の被害をはじめ、道路、橋梁、河川等の
被害は町内各所で多数発生いたしました。町でも避難
所を７箇所開設し、最大避難者数は５０６人を数えまし
た。両神地区では、道路崩壊により孤立世帯が発生し

ましたが、県の早い対応で仮復旧が行われ、孤立世帯
も２週間程度で解消されました。幸いにも死傷者が発
生しなかったことが救いではありました。被災をされた
皆様にお見舞いを申し上げますとともに、一日でも早く
普段の生活に戻れるよう町でも全力を挙げて対応させ
ていただきます。
　この台風時の対応では、多くの町民の皆様は町の
避難勧告・指示が発令される中で冷静な判断をしてい
ただき、早めに避難所への避難をしていただいたこと、
また、町内のある地区では日ごろからの話し合いの中
で避難する際の方法等が確立されており、自家用車の
乗り合わせで避難所へ避難された方もいらっしゃいまし
た。やはり、普段から防災意識を高め、まず、自分で出
来ることは自分で行い、次に周りの助け合いの中での
協力、支援、そして最終的には公助として町等の支援
を受けることが大切であると思います。言い古された言
葉ではありますが、「自助、共助、公助」の意識の徹底
は重要です。
　ところで、今年はラグビーワールドカップが日本で開
催され、熊谷ラグビー場でも試合が行われました。日本
チームは大活躍し、初めてベスト８まで進出しました。日
本チームのスローガンは「ONE　TEAM（ワン　チー
ム）」でした。困難を乗り越えていくためには、お互いに
理解し尊重し合うことが大切であることを日本ラグビー
から学ぶことが出来ました。

小鹿野町長　森 真太郎

今年を振り返って思うこと
こんにちは。
町長です。 町長の見て・聞いて・話して

　第21回の事業所訪問は、10月16日に株式会社飯塚製
作所を訪問し、飯塚勇治社長にお話を伺いました。
　株式会社飯塚製作所は、平成10年(1998年)、小鹿野
町で精密機械器具部品の製造会社として創業し、平成17
年(2005年）、西秩父商工会の助言を受け、現所在地に本
社を設立されました。
　創業当初からお客様より難題な要望を受けており、昼
夜問わずの作業は常にあったとのこと。この仕事への熱
量があるから今があると、しみじみと仰っていました。
　精密機械部品の製造加工を手掛けているため、工場内
は機械の加工精度維持のため、空調を整備し常に一定温
度に維持されておりました。各NC自動旋盤にはオイルダ
クトを外付けしていることにより、床、壁へのオイル飛散
がほぼないため、においや汚れを感じさせないクリ－ンな
環境でした。
　若手社員の定着率は高く、定着しているのは社長の社
員への思いと期待が社員の志気を高めていること、そし
て、魅力ある職場環境と社員教育の手厚さによるものと

感じました。
　当町の「オート
バイによるまち
おこし事業」のナ
ンバープレート
用のボルトは同

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.21 ～

「株式会社飯塚製作所」
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。

社で考案されました。ボルトヘッド部分のシンボルマ－ク
「OGANO」のロゴは若手社員の精巧な技術力によるも
のでした。
　創業から20年。創業者としての苦労を惜しまない誠実
な人柄が成功へと導き、ものづくりへの熱意と信頼のも
と、これからも社員と共に歩んでいく、未来を見据えた企
業であると感じました。
わが社の主力製品
　当社の製品は、自動車・船舶・航空機・建設機械・医療機
器・事務機・半導体製造設備・燃料電池等に利用する精密
機械部品です。すべて国内の受注で、大手物流メ－カ－の
コンベア部品や透析の医療機器など、多種多様な業界の
製造加工を手掛けております。
ここに自信あり
　一製品につき、材料供給から製品完成までの全加工工
程を自動化し、研磨が不要なレベルまで旋盤加工で仕上
げることができる高いプログラミングの技術力を有して
います。また、技術の継承に力を入れ、生産体制の安定化
を図ると共に、最新の輪
郭形状測定器、画像寸
法測定器等の各種測定
器を導入し生産製品の
品質向上を図っていま
す。高品質・小ロット多
品種・短納期対応等に
よりお客様の要望を実
現しております。

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地
電 話

代表取締役　飯塚勇治
10名
1998年
小鹿野町小鹿野2381-1
0494-75-0769

会社概要

ナンバープレート用のボルト

飯塚社長(左)▶

生産工程の説明を受ける森町長

整備された工場内

町職員を再募集します町職員を再募集します
募集職種●一般事務・4人程度／保健師・1人
受験資格
■昭和58年4月2日以降に生まれた人
■学校教育法による大学、短期大学(専門学校等で就学
2年以上を含む)、高等学校を卒業した人、又は令和2年3
月までに卒業する見込みの人
■日本国籍を有し、地方公務員法第16条に規定する欠
格条項に該当しない人
■保健師の受験は、保健師免許を有する人、又は令和2
年３月３１日までに保健師免許を取得する見込みの人（免
許を取得できなかったときは採用されません。）

試験日
【第1次試験】1月26日(日)／教養試験、適性検査
【第2次試験】2月下旬(予定)／作文試験及び面接試験
試験場所●小鹿野町役場・小鹿野庁舎
採用予定時期●令和2年4月1日(予定)
応募書類●市販の履歴書に写真を貼り必要事項を記入
のうえ、小鹿野庁舎・総務課へ郵送又は持参してくださ
い。
受付期間●12月2日(月)～27日(金)8:30～17:15
　　　　　(土・日は除く。)
※郵送の場合は、12月27日(金)の消印まで有効。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221
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ざんさ 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

ダリアの華展でダリア園を
PRしてきました。(沢田)

移住して2回目の秋を過ごしてい
ます。10月27日に地元・腰ノ根の
『収穫祭』に友人らと参加。楽し
かったです。(本)

両神農林産物直売所感謝
祭に参加しました！(星)

西武鉄道秩父線50周年セレモ
ニーにて小鹿野町産完熟かぼ
すのPRをしました。(太田)

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.30VOL.30

本番に向けて両神小森
歌舞伎の皆さんと練習
しました。(片桐)

テレビ埼玉での生放送出演、秩父
や都内でのイベント参加を通し
て、小鹿野町や小鹿野の特産品
のPRをしました！小鹿野ガイド
ブックにもちょこっと載りました！
(宮本)

『地域で取り組む鳥獣被害対策』　地域おこし協力隊　星  利彦

　こんにちは、小鹿野町で鳥獣被害対策に取り組んで
おります、地域おこし協力隊の星利彦と申します。
　近年、野生動物による農業被害が広域化・深刻化し
ており、国の農作物被害額は減少傾向にあるものの、
約164億円(平成29年度)となっております。
　ここ小鹿野町も例外ではなく、シカやイノシシのほか
様々な野生動物による農作物被害が発生しており、耕
作意欲の低下などが懸念されております。
　今回、このコーナーでは鳥獣被害に対する取り組み
方や考え方をお伝えできればと思っております。
　被害が発生した際、まず農家さんに頼まれるのが
『加害動物の駆除』です。もちろん駆除も対策の一つで
あり、私も猟師なので捕獲は行いますが、これは被害
の根本的な解決にはなりません。なぜならそれは、次に
挙げるような事を理由に野生動物は人里に依存して
いるからです。
◆無意識な餌付けをしている◆
•収穫残渣やひこばえなど、獣にとって栄養源にな
るものが畑に残されている。
•柿やゆず、栗などの果樹が放置されており、サル
やクマを山から呼び寄せる要因となっている。

•畑の近くに野菜くずを
捨てている為、動物たちが野菜の味を覚えてしま
う。
◆防護柵が正しく設置されていない◆
•電気柵のスイッチを切っていたり、雑草が電線に
　接触して漏電していたりして、電気柵としての機能
を果たしていない。
•畑を完全に囲っていなかったり、穴や隙間が開い
ている為侵入されてしまう。
◆獣の隠れ場所がある◆
•耕作放棄地や、手入れ不足な藪や竹林が増えるこ
とで獣が身を隠しながら里に近づくことが出来て
しまう。
•空き家が増え、獣の繁殖場所になってしまっている。
◆追い払いが出来ていない◆
•被害に遭っている時だけ追い払って、収穫残渣や
放任果樹を食べられても無関心。
•一部の人、特定の場所でしか追い払いを行わな
い。
　これらの事に目を向けず、捕獲だけに頼ってしまうと
捕獲数が増える割には被害が減らないという状況に
陥ります。
　鳥獣被害対策の基本は、まず「獣を人里に寄せ付
けない(生息環境管理)」。次に「守る(侵入防止対
策)」。最後に「攻める(個体数の管理・調整)」です。そし
て、これらの対策は地域ぐるみで取り組むことが重要で
す。地域の皆さんで話し合い、共通意識を持つことで
被害は無くなります。
　私自身もサポートさせて頂きますので、電気柵の設
置の仕方や狩猟免許の取り方等お困りのことがあれ
ばなんなりとお申し付けください。

活動
の軌跡 ー地域おこし協力隊ー テレビ埼玉や田舎暮らしの本、埼玉

県事業(移住関連パンフレット)など
から取材を受け、小鹿野の移住促
進活動をPRしております。(工藤)

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

小鹿野町防災行政無線デジタル化更新工事

旧埼玉県山西省友好記念館改修工事
町営住宅美屋団地外部改修工事
小鹿野町役場庁舎用地測量業務委託

道路台帳(旧小鹿野町分)更新作業業務委託

小鹿野町全域

両神薄地内
小鹿野地内
小鹿野地内

旧小鹿野町全域

301,950,000円

118,800,000円
7,997,000円
4,070,000円

3,179,000円

電気興業株式会社
埼玉営業所
寄居建設株式会社
落合建設株式会社
桂測量設計株式会社
アジア航測株式会社
埼玉支店

～令和2年12月28日

～令和2年3月25日
～令和2年2月28日
～令和2年1月31日

～令和2年3月24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21日入札分

　町では、新成人の門出を祝福する成人式を開催しま
す。新成人のご家族もご一緒に参加できますので、どう
ぞお越しください。
　なお、成人式の対象となる町内在住及び出身者の人に
は、案内状を送付しました。案内状に同封しました出欠の
返信ハガキをまだ出されていない人は、12月6日(金)ま

小鹿野町成人式のお知らせ小鹿野町成人式のお知らせ
でに返信ください。また、案内状が届いていない人は、お
問い合わせください。
日時●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
まれた人(小鹿野町在住及び出身者)
問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063
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12月4日(水)～10日(火)
人権尊重社会をめざす県民運動強調週間
12月4日(水)～10日(火)
人権尊重社会をめざす県民運動強調週間
　児童・高齢者に対する虐待、女性に対する暴力、障がいのある人への
偏見からの差別など様々な人権問題が増加しています。またインター
ネットを悪用した人権侵害など新たな人権問題も発生しています。
　「人権尊重社会をめざす県民運動」は、「すべての県民がお互いの人
権を尊重しながら共に生きる社会」を実現するため、県・市町村はもちろ
ん県民総ぐるみで取り組む運動です。
　町では、教育委員会と人権教育推進協議会で、毎年、人権に関する作
文(中学生対象)と標語（小学生対象)を募集しています。
　今年もたくさん応募いただいた作品の中から、優秀作品に選出され
た豊田結衣さんの作文を紹介します。また、標語については、広報の裏
表紙に掲載していきます。

人権週間とは…
　国連が「世界人権宣言」の採択を
記念して、毎年12月10日を「人権
デー」とし、世界中で人権尊重の記
念行事を行うことを呼びかけてい
ることから、日本では、12月４日か
ら人権デーまでの１週間を「人権週
間」として、全国的な啓発事業が行
われています。

年末年始　公的機関等の業務のお知らせ年末年始　公的機関等の業務のお知らせ

町営バス お正月運休便のお知らせ町営バス お正月運休便のお知らせ

年末年始 観光施設等の営業予定年末年始 観光施設等の営業予定

　『助け合い』　私はこの言葉が好きです。困っている
時に助け合ったり、みんなで助け合って何かを成しとげ
たり、助け合う事は生活する中で常に大切なことです。
この助け合うという事は時に大きな力を生み出す事が
できます。私に、そのことを強く感じさせる出来事があり
ました。
　数年前、難病の子供が手術によって助かった事があ
ります。その子供は何回も日本で手術を受けましたが、う
まくいかず、とうとう海外に行って手術をしなくてはなら
なくなりました。そこで、その手術にかかる高額なお金を
募金によって集めたのです。一つの命を救うためにたく
さんの人が動き、みんなが同じ思いで行動する、助け合
いの力はすごいと思います。誰かのためになりたい、役
に立ちたいと思います。そんな時には必ずその人の事を
考えます。助け合いというのは、思いやりにつながるもの
だと思いました。
　私は生まれてから今まで大勢の人に助けられて生き
てきました。だからこそ今の生活があるのだと思います。
もし、一人一人が自分の事だけを考えていたら、全ての
人が幸せに生きる事は難しいと思います。
　しかし、最近ではいじめや虐待などの悲惨な事件を耳
にする事があります。その加害者となった人の助け合い
の心はどこに行ってしまったのでしょうか。私は、人は必
ず助け合う力を持っていると思います。そんな大切な事

を忘れてしまうから、誰かを傷つけ、相手の嫌がるような
事をしてしまうのだと思います。
　助け合えば幸せに暮らせるのにどうしていじめなどが
起きてしまうのか？私は自分の事だけしか考えていない
人がいるからだと思います。相手の気持ちを考えず、自
分が気に入らない事を言ったり、相手が傷つく事をして
しまったり、自分の事だけしか考えずに行動してしまった
りするからだと思います。確かに生活している中で相手
にイラついたり、その人が気にくわなかったりすることは
あります。そんな時、自分の嫌だと思う事を自分の気持
ちしか考えずに言うのではなく、助け合う時のように、相
手の事を考える必要があるのだと思います。相手の事
を考えて、自分の気持ちを伝えれば、相手も自分もきっと
気持ちよく生活できるはずだと思います。
　世界中には、様々な人たちが一緒に暮らしています。
一人一人に、得意な事、不得意な事、出来る事、出来な
い事があります。人それぞれです。だからこそ人は助け
合う事が必要であり、生きていく上で大切な事なのだと
思います。互いが相手の事を思い、出来ない事は補い
ながら生活していく。思いやりや助け合いが増えていけ
ば、全ての人が気持ちよく生活できると思います。私も
誰かのために今の自分ができる事を少しずつしていきた
いです。そして、今まで自分が助けられた分、誰かの役に
立ち、助けられる人になりたいです。

助け合いの力 小鹿野中学校3年　豊田結衣

メモ　 北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日～16日)
～北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう～
　北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めると
ともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の
実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関す

る法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められると
ともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題
啓発週間」とすることとされています。（法務省ホームページ抜粋）

役場業務

し尿くみ取り

ごみ収集

ごみの持ち込み

火葬業務
霊柩車業務
水道

12月27日(金)まで 1月6日(月)から

1月6日(月)から

1月4日(土)収集予定地区
から通常どおり収集

1月6日(月)から

1月3日(金)から
1月4日(土)から
1月6日(月)から

12月27日(金)午前中まで
※年末の依頼が混み合い、ご要望に応じられない場合がありますので、
12月20日(金)までに衛生センターへお申し込みください。
12月31日(火)収集予定地区まで通常どおり収集
収集日は「ごみカレンダー」でご確認ください。
持ち込み可：12月29日(日)、30日(月)
※12月28日(土)、31日(火)は持ち込み不可
受付時間●9:00～12:00、13:00～16:00
12月31日(火)まで 
12月31日(火)まで
12月27日(金)まで

業務内容 年末 年始

■役場業務について12月28日(土)と1月4日(土)は、住民票
や印鑑証明書等及び税務関係証明書の発行業務は行います。
■個人番号カード等を利用した証明書(住民票の写し・印鑑登
録証明書)のコンビニ発行サービスについては、年末年始も通
常どおり6時30分から23時00分までの間でサービスが受け
られます。

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221
　　　　衛生センター☎75-0352
　　　　秩父広域市町村圏組合業務課☎23-2489
　　　　可燃ごみ(秩父クリーンセンター)☎24-8050
　　　　不燃ごみ(秩父環境衛生センター)☎23-8921
　　　　火葬(秩父斎場)☎23-1678
　　　　水道(水道局小鹿野事務所)☎75-0043

両神温泉薬師の湯
地域資源活用センター
両神農林産物直売所
長尾根（直売所・サイクリング）

☎79-1533
☎72-8080
☎79-0124
☎25-2939

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

休
休
休
休

休
休
休
休

休
休
休
休

施設名／電話番号
△
休
休
休

△
▲
▲
休

△
▲
▲
休

休
休
○
○

○
○
○
○

25
㊌
26
㊍
27
㊎
28
㊏
29
㊐
30
㊊
31
㊋

1
㊗
2
㊍
3
㊎
4
㊏
5
㊐

年末 年始
○…営業・臨時営業
休…休業・臨時休業
△…11：00～17：00
▲…10：00～14：00
▲…10：00～16：00

※秩父ミューズパークのスカイトレインについては、冬季は土日のみの営業ですが、12月29日(日)は休業します。

お正月の期間、次の町営バスが運休します。

■終日運休　日向大谷・三峰口線および白井差線
■一部運休　西武秩父駅線

■表記した17便が運休

薬師の湯発
西武秩父駅発

18:15
19:15

西武秩父駅着
薬師の湯着

19:04
20:04

⇨
⇨

西武秩父駅線の運休便 薬師の湯発
両神庁舎発
日向大谷口発
三峰口駅発
薬師の湯発
三峰口駅発
薬師の湯発
三峰口駅発
日向大谷口発

6:45
7:10
7:30
7:48
16:58
17:37
17:55
18:35
18:37

日向大谷口着
三峰口駅着
薬師の湯着
両神庁舎着
三峰口駅着
日向大谷口着
三峰口駅着
両神庁舎着
薬師の湯着

7:20
7:31
8:05
8:13
17:16
18:30
18:13
18:56
19:12

⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

日向大谷・三峰口線の運休便

西武秩父駅線の運休便

両神庁舎発
白井差口発
両神庁舎発
小鹿野町役場発
白井差口発
薬師の湯発

6:50
7:34
16:57
17:35
18:40
19:12

7:25
8:20
17:14
18:27
19:18
19:26

白井差口着
小鹿野町役場着
小鹿野町役場着
白井差口着
両神庁舎着
小鹿野町役場着

⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

薬師の湯発
西武秩父駅発

18:15
19:15

19:04
20:04

西武秩父駅着
薬師の湯着

⇨
⇨

1月1日㊗ 1月2日㊍、3日㊎

白井差線の運休便

問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1122
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　町では、道路等に面した危険ブロック塀等の撤去費用
及び撤去後に新たに安全な塀等を築造する費用に対し
て、補助金を交付します。
補助対象物
①道路等に面しているもの
②建築基準法に適合しないもの又は道路等からの高さ
が0.8ｍ以上で劣化や損傷があり、撤去する必要がある
と町長が認めるもの
補助対象者●危険ブロック塀等のある敷地又はその敷
地に存する建築物の所有者又は管理者で町税の滞納が
ない人

　師走に入り、夜祭、クリスマス、年
越し、元旦とイベントが目白押し。
普段の月よりご家族と外出やご飯
を一緒に食べる機会も増えている
のではないでしょうか。年末年始

に娘・息子、孫、ひ孫たちと会う機会を持たれる方もいる
でしょう。
　世代や育った環境が違う人とも一気に距離が近づく
楽しい方法をご存知ですか？それはゲームです。身近なも
のとして、将棋、オセロ、トランプ、テレビゲームなど。今回、
ぜひおすすめしたいのがiACPという団体の「もしバナ
ゲーム」です。Amazonで手に入ります。当院から出前講座
もできます。
　もしバナゲームは、36枚のカードを使います。カードには
「どのようにケアしてほしいか」、「誰にそばにいてほしい
か」、「ユーモアや心の平安など自分にとって何が大事
か」に関する内容が書いてあります。その中から参加者そ
れぞれが「自分にとって大事」と思うカードを選んでいきま

す。ゲームを通して家族に自分が大事にしていると思うこ
とや、もしもの時の願いを知ってもらうことができます。人
生の最後にどうありたいか、だれもが大切な事だとわ
かっていると思いますが、何となく「縁起でもないから」と
いう理由で避けていませんか。
　もしもの時はいつ来るかわかりません。でも、たとえ自
分の意識がなくなる状態になっても、私の希望や考えを
知っている人がいると安心しますよね。そして周りの人も、
事前に知っておくことで、もしもの時に決断を迫られても
必要以上に思い悩んだり、決断によって自分を責めたり
することがなくなり、負担が減ることになるでしょう。いざと
いうときに必要なことですが、「もしもの時の話をしよう」と
いうよりは「ゲームをやろう」の方が気安く誘えますね。
　話して安心したからといってお酒を飲みすぎたり、勢い
余ってお餅をつまらせたりしないように気を付けてくださ
いね。
　これからますます寒くなりますが、お体はどうぞお大事
に良いお年をお迎えください。

もしバナゲーム 小鹿野中央病院　平田 まりの
気 になるつぶやき

危険ブロック塀等の撤去費及び築造費を補助します危険ブロック塀等の撤去費及び築造費を補助します

山頂

町立病院医師の

補助金額
■危険ブロック塀等の撤去
　1平方メートル当たり5千円を乗じた額と補助対象経
費の額を比較していずれか少ない額とし、上限額10万
円とします。
■安全な塀の築造等
　1メートル当たり1万円を乗じた額と補助対象経費の
額を比較していずれか少ない額の2分の1を補助額と
し、上限額10万円とします。

おがの化石館で活動報告

札所32番を見学

Let‘s Try ボルダリング～クライミングによるまちおこし～Let‘s Try ボルダリング～クライミングによるまちおこし～

　今回は、小鹿野町の西部・群馬県境に位
置する「二子山（標高1,165m）」を紹介しま
す。
　二子山は、埼玉県立西秩父自然公園に
位置する西岳と東岳の二つの頂を持つ岩
峰で、四季折々に独特な山容を見せ、町民
の皆さんには、昔から馴染み深い山だと思
います。独立した岩山は秩父では珍しく、登
頂するとヨーロッパアルプスのような感覚を味わえ、ロッ
ククライミングを楽しむ人が近年かなり増加していま
す。
　また、この山は、世界的クライマーで小鹿野町観光大
使でもある平山ユージさんにとっても思い出深い、特別
な岩場だそうです。

クライミングの聖地・二子山

　10月25日から27日までの3日間、ジオパーク秩父の再
認定現地審査が行われました。
　ジオパークとは、「地球・大地(ジオ:Geo)」と「公園
(パーク:Park)」とを組み合わせた言葉で、「大地の公
園」を意味し、地球(ジオ)を学び、丸ごと楽しむことができ
る場所をいいます。
　ジオパーク秩父は、秩父地域1市4町(秩父市、横瀬
町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)をエリア(約89,250ha)
としており、平成23年に当時国内で15番目の日本ジオ
パークに認定を受け(現在国内に44カ所)、その後、平成
27年に再認定を受けました。

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.20 ◆ジオパーク秩父が

　　　　2度目の再認定審査を受けました◆
　今回の再認定審査では、前回の審査からの4年間の
活動が審査されました。
　地質や地形というと一般的に難しいイメージがあると
思いますが、ようばけや小鹿野の地形など身近なものか
らだと、地質や地形の成り立ちやそれらと人の暮らしの
関わりを実感しやすく、楽しめると思います。
　今回の現地審査では、町内では札所32番法性寺の観
音堂にあるタフォニ地形とようばけ・おがの化石館の見
学を行いました。
　審査結果は12月中に発表される予定です。
　従来の文化財の枠組みだけでなく、大地の記憶を伝
える地質遺産を保全するための活動に大勢の町民の
方々のご協力をお
願いします。

　令和元年4月1日より補
助制度を施行してから、町
内で事業に協力していた
だき、高い塀を撤去し軽量
のフェンスに改修した事例
です。

申込＆問合せ●事前に両神庁舎・建設課にお問い合わせのうえ、事業を実施する前に必要
な書類を添えて申請してください。なお、申請書等は建設課で配布しています。
両神庁舎・建設課☎79-1204

施工前 施工後

⇨

町内での事例

問合せ●小鹿野庁舎・総務課　まちづくり推進室☎26-6581

　皆さんも、来年オープ
ンするボルダリング施設
で腕を磨き、二子山の岩
場に挑戦してみてはいか
がですか？きっと、新しい発見があると思います！

VOL.6
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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●12月10日（火）、1月14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）
　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。
※12月27日(金)はお休みします。
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。
12月の巡回＆場所
■12月6日(金) 　 長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■12月18日(水)　皆野町皆野総合センター
※小鹿野町子育て支援センターへの巡回は、1月8日(水)です。

対象●①平成２８・２９年度生まれのお子さんと保護者②平成３０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 ①１２/１１㊌、②１２/２５㊌
１０：００～１１：３０

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）

１２/１１㊌  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

１２/５㊍
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。

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
お弁当を持参して楽しく食べましょう。ランチタイム １２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
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 １２/１４、１２/２１
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 １２/１２㊍　１０：００～１１：３０ 対象●１歳以上のお子さんと保護者
親子のふれあいを通した遊びを楽しみましょう。

対象●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。

１２/１０㊋　１４：３０～１５：１０
１４：１５までにお集まりください。おはなし会

サーキット遊び １２/19㊍　10:00～11:30 対象●１歳半以上のお子さんと保護者
のぼって、すべって、くぐって、とんで、体をいっぱい使ったあそびです。

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

毎週金曜日　
A１２/６　B12/１３　C12/２０
D12/２7　
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

１２/４㊌　９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

１２/２０㊎　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。

１２/１８㊌　９：４５～１2：0０ 対象●０歳～３歳のお子さんと保護者（定員３０組）
サンタクロースがやってくる！楽しい出し物や会食もあります。プレゼントももらえるよ！

クリスマス会
参加費：３００円

１２/９㊊
①９：４５～　１２組
②１０：３０～ １２組

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
新年を迎えるにふさわしい、オリジナルのすてきなカレンダーを作ります。ホールは開
放していますので、カレンダー制作以外は自由に遊べます。

手作り講座
「新年のカレンダーを
作ろう」

※申込期限に注意してください。１２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

『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

◀ハイハイでよーいどん！
　ママが待ってるよ！

▲運動会頑張りました！みんなでハイチーズ！

▲お弁当作りをしたよ
！最後にママと

もぐもぐ・もぐぐ・・・

12/7土
8日

※行事の時間・内容は変更される場合があります。

14:00
14:30
16:00
19:00

若衆宮参り
笠鉾・屋台曳き廻し
三番叟上演
歌舞伎上演

若衆宮参り
笠鉾・屋台曳き廻し
三番叟上演
歌舞伎上演

10:00

11:00
12:00
14:30
15:30
16:00
17:00
17:30
19:30

祭典・神楽上演
(終日)
三番叟上演
歌舞伎上演
火縄銃演武
大名行列
お立ち神事(銃火奉納)
御輿渡御、笠鉾・屋台曳き廻し
神幸祭(川瀬神事)
歌舞伎上演
煙火奉納(歌舞伎上演後)

12月7日土

12月8日日

飯田八幡神社例大祭

鉄砲まつり
飯田八幡神社例大祭

鉄砲まつり
2020年版
小鹿野町観光カレンダー
2020年版
小鹿野町観光カレンダー

販売価格●200円／部
販売窓口●小鹿野庁舎、両神庁舎、国民宿舎「両神
荘」、道の駅「両神温泉薬師の湯」、両神農林産物直売
所、長尾根農林産物直売所
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

▲～ハロウィン～かわいく変身！

楽しいこと
いっぱいあるよ！
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子育て支援センター

 情 報

応援します！
あなたの子育て

☎７５-０５５０

親子で遊びに来てね。待っています。



秋の小鹿野路を1,324人のランナーが疾走
第49回小鹿野ロードレース大会
秋の小鹿野路を1,324人のランナーが疾走
第49回小鹿野ロードレース大会

町から感謝状を贈りました町から感謝状を贈りました

　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●12月19日(木)13:00～
場所●児童館(健診会場)
※健診対象児童のみ

ブックスタート＆チャレンジ
(6か月児・12か月児)
ブックスタート＆チャレンジ
(6か月児・12か月児) プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)

日時●12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)
12月のキッズはお休みです。

第34号文芸おがの作品募集

日時●12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
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●1月13日(祝)9:00～
場所●小鹿野文化センター・和室
対象●小学生以上
費用●1,000円(学生無料)
申込＆問合せ●大会当日の9:00までに会場にお越しください。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

新春将棋大会

日時●1月19日(日)9:00～
場所●小鹿野文化センター・研修室
対象●小学生以上
費用●1,000円(学生無料)
申込＆問合せ●大会当日の9:00までに会場にお越しください。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

新春囲碁大会

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
クルの作品展示等を行い
ます。大勢の皆さんのご来
館をお待ちしています。

ふる総フェスタ開 催

第4回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール結果発表第4回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール結果発表

応募期間●12月20日(金)まで
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

※今月号の「図書館Q&A」はお休みします。

■『小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール』と『小鹿野町読書
感想画コンクール』の優秀作品展示
■ハンドメイドdeクリスマス作品展示

■公民館サークル作品展示
■各教室等の作品展示
■ふる総ワークショップ
　クリスマスに関連した手作り小物を製作します。

■ふる総フェスタ『ワクラクライブ』開催　
　時間●13:30～16:00
　出演●りりクロ(イケメントリオバンド)
　　　　Sing Sing Chichibu(正統派コーラス団体)
　　　　てっこはっこ(読み聞かせレディース) 　　　　and more..
　ゲスト出演●はづるこ(秩父出身フルート＆キーボードユニット)

１階

2階

3階

来場者には、雑誌の付録が当
たるくじ付きのしおりをお配り
します。

今年は49点(78人)の応募があり、10月25日に審査会を行い、次のとおり各賞が決まりました。
受賞されました皆さんおめでとうございます。

◎町長賞の2作品については、全国コンクールへ推薦します。 ※このコンクールは、子どもたちが調べる学習を通じて、生きる力や
考える力を身につけてほしいとの願いで行っています。

町長賞

館長賞

教育長賞

奨励賞

【低学年の部】笠原　葵(長若小学校2年)
「すみずみまで炭をしらべたら」
【高学年の部】鈴木悠斗(小鹿野小学校6年)
「宮沢賢治と小鹿野町」

【低学年の部】髙田莉暖(三田川小学校1年)
「うちのキャベツたべたのだあれ？」
【高学年の部】坂本拓海(両神小学校5年)
「いろいろな鉱物～ミョウバンで鉱物づくり～」

【低学年の部】鎌田彩未(小鹿野小学校1年)
「クネクネうごくこのむしなあに？」
【高学年の部】北　光輝(長若小学校5年)
「この色って、何色？ 同じ色に見える僕」

【低学年の部】山本晴斗(両神小学校3年)
「ダムってかっこいいな‼」
【高学年の部】新井瑞稀(小鹿野小学校4年)
「香りってなに？香りについての学習･勉強」

10/20
日

　10月2日に小鹿野ロードレース大会のシンボル
マーク「ランカ」を共同で制作した三山の佐々木直幸
さんと、神奈川県三浦市の安達朋子さんに町から感
謝状を贈呈しました。
　お二人によって作られた「ランカ」は、長年にわたり
同大会の印刷物や記念品等に使用させていただき、
町内外の大勢の皆さんに親しまれています。このたび、町の知名度
向上とイメージアップに貢献された功績に対し、町から感謝の意を
表しました。

小鹿野ロードレース大会の
シンボルマーク「ランカ」

図書館・生涯学習 広報 おがの

18 広報 おがの　12月号 19広報 おがの　12月号

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　

2日(月)、9日(月)、16日(月)、20日(金)、23日(月)、29日(日)～31日(火)
1日(日)、7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)、
28日(土)～31日(火)

12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●12月16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●①12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。

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／臨床心理士
日時●12月27日(金)14:00～
相談員／医師
日時●1月14日(火)13:30～
■ひきこもり専門相談
相談員／公認心理師
日時●1月7日(火)13:30～
※相談時間は、予約の際にご確認く
ださい。

障がい者の相談窓口
相談時間／月～金曜日(祝日を除く) 9:00～17:00

■身体障がい者について
フレンドリー(カナの会)
☎26-7102　FAX62-5613
■知的障がい者・障がい児について・
障がい者の就労・生活について
秩父障がい者総合支援センター
☎21-7171　FAX24-9963
■精神障がい者について
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●1月21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
　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●12月24日(火)13:00～16:00
相談員●臨床心理士
場所●保健福祉センター
■こころの悩み何でも相談
日時●12月17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

12月1日
3日
8日
15日
22日

29日

31日

医師会休日診療所(内・小)
熊木町 ☎23-8561

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
小鹿野町
日野田町
大野原
相生町
長瀞町

☎75-2332

☎75-2332
☎75-2332
☎75-2332
☎22-0043
☎22-6122
☎26-7001
☎66-1000

小鹿野中央病院（内） 

小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
近藤医院（内・婦）
石塚クリニック（内・呼）
あいおいクリニック（内）
長瀞医新クリニック（内・外）

診療時間／8:30～翌日の8:30

皆野町
桜木町
皆野町
和泉町
桜木町

和泉町

桜木町

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

☎22-3022

☎23-0611

皆野病院
秩父市立病院
皆野病院 
秩父病院
秩父市立病院

秩父病院

秩父市立病院 

※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

12月29日
30日
31日
1月1日
2日
3日

横瀬町
和泉町
上町
上町
大野原
上影森

☎25-2323
☎26-6180
☎22-0790
☎22-0594
☎24-4184
☎21-1881

たばた歯科医院
秩父病院
平沼歯科医院
上町吉田歯科医院 
内田歯科医院
倉林歯科クリニック

※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

12月7日
14日、28日

21日

期日 医療機関 電話

☎22-3022
☎23-0611
☎62-6300

秩父病院
秩父市立病院
皆野病院

■平日夜間小児初期救急対応
曜日 医療機関 電話

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611

あらいクリニック
秩父病院 
秩父市立病院 

※必ず電話で確認のうえ、受診してください。※必ず電話で確認のうえ、受診してください。 診療時間／19:30～22:00（祝日を除く）
※必ず電話で確認のうえ、受診してください。

月
水

火・木・金

期日 医療機関 所在地 電話

期日

■埼玉県救急電話相談（24時間 365日対応）
　大人や子どもの相談に対応するとともに医療機関の
案内をします。急なけがや病気に関して経験豊富な看
護師が相談員となり、アドバイスしてくれますので、お
気軽に相談してください。

■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

12月1日
3日
8日
15日
22日

29日

31日
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みんなの

広場

三嶋神社例大祭　10/13
(下小鹿野) 八木節

竹平諏訪神社例大祭
10/13(両神薄) 獅子舞

宗吾神社例大祭
10/13(長留) 獅子舞

尾ノ内渓谷紅葉まつり
 11/10 (河原沢)

小鹿野町消防団特別点検
 11/10 (小鹿野中学校校庭)

柏沢のちんぢんめえり　
10/14 (両神薄)

青少年相談員協議会主催HAPPY HALLOWEEN
～お菓子作り＆お菓子パーティー～　10/31

小森歌舞伎上演　10/14(両神小森) 子供歌舞伎
※小森諏訪神社例大祭は、台風19号の影響で祭典の
み行われ、後日、子供歌舞伎の上演を行いました。

受章 おめでとうございます受章 おめでとうございます

旭日小綬章  受章
福島弘文さん
　河原沢の前小鹿野町
長・福島弘文さんに旭日
小綬章が贈られました。
　福島さんは、昭和59
年11月から平成10年1
月までの13年3カ月に
わたり、小鹿野町議会議
員として在職し、地方自
治の発展伸長にご尽力
されました。
　また、平成10年4月から平成17年9月までの2期7年6
カ月間、その後、平成21年10月から平成29年10月まで
の2期8年間、小鹿野町長として「いきいき小鹿野」をス
ローガンに地域包括ケアシステムを開始し、地域福祉の
充実を図り町民の住環境の向上に多大な貢献をされま
した。

瑞宝単光章  受章
笠原紀一郎さん
　長留の笠原紀一郎さ
んに瑞宝単光章が贈ら
れました。
　笠原さんは、昭和46
年10月に秩父消防本
部に勤務され、以来、平
成20年3月までの36
年間6カ月の長きにわ
たり、消防の発展充実
に尽力されました。
　この間、常に第一線に立って消火活動や救急業務にあ
たり、災害の防止と被害の軽減に努められました。また、
平成14年4月からは消防指令として、豊富な経験と卓越
した指導力で広域的な消防防災活動を行い、地域住民
の安全確保に貢献されました。

香西かおりさん 平　浩二さん 松月里江花さん

ふるさと音楽祭ゲスト

第43回両神ふるさとまつり
11/3 (国民宿舎両神荘周辺)

フォトニュース・みんなの広場 広報 おがの
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小鹿野

フォトニュース
小鹿野

フォトニュース
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簡単な手話を覚えましょう【第15回】簡単な手話を覚えましょう【第15回】

　  百歳
おめでとうございます
　  百歳
おめでとうございます

県立小鹿野高等学校の
冬季公開講座
県立小鹿野高等学校の
冬季公開講座

県立皆野高等学校の
冬季公開講座
県立皆野高等学校の
冬季公開講座

手で話そう

みんなで覚える手話講座
inちちぶ

手で話そう

みんなで覚える手話講座
inちちぶ

髙野　純（６６)
髙橋 國利（９２)
新井 良一（８３)
須﨑イノヱ（８４)
北　ラク（８７)

　手話は手で表す言葉です。手の動きにあわせ
て顔や体全体の表情で意味を表現します。大勢
の皆さんと手話でコミュニケーションができる
ように、はじめての手話を学びませんか。
日時●1月20日(月)、27日(月)、2月3日(月)、
10日(月)全4回　18:30～20:30
場所●秩父市歴史文化伝承館
内容●あいさつ、自己紹介、基本的な対応など
初心者向けの内容です。
対象●秩父郡市に居住又は通勤、通学する人
※18歳未満の人は保護者の同意が必要です。
定員●40人
費用●990円(テキスト代)
締切●1月8日(水)
申込＆問合せ●保健福祉センター・福祉課
☎75-4109　FAX75-4710
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板倉津知江（８５）
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①オリジナルキャンドル作り
　お菓子のようなキャンドルや、好きな色・香りのキャン
ドルを作ることができます。熱や刃物を使用しますので、
小さいお子さんの参加には、保護者同伴でお願いします。
日時●12月25日(水)10:00～12:00
対象●小・中学生　　定員●10人程度
②野球部顧問が指導する投球トレーニングとキャッチ
ボール
　投力向上につながるトレーニングを行うとともに、
キャッチボールの基礎を学びます。グラブとボールをご
持参ください。
日時●12月26日(木)9:00～10:00
対象●一般　　定員●6人
③手づくりハーブ石けんづくり(はちみつ入り)＆手浴体験
　ハーブ石けんを作ります。大きさにもよりますが、2～
3個作れます。お子さん連れの場合は１家族600円でも
可。石けん作成後、ハーブ石けんで手浴を体験します。
日時●12月26日(木)10:00～12:00
対象●一般　　定員●10人程度　　費用●600円
■このほかにも下記の講座を開講します。詳細は小鹿野
高校HPでご確認ください。
④イカのからだを調べよう　⑤初めてのTOEIC対策講
座　⑥エクストリーム文学「古事記」編　⑦時代考証をし
てみよう
申込＆問合せ●各講座実施日の5日前までに電話でお
申し込みください。なお、5日前が土・日・祝日の場合は、
その前までにお申し込みください。
県立小鹿野高等学校☎75-0205(平日9:00～16:30)
https://www.ogano-h.spec.ed.jp/

　IT系やスポーツ系、アート系、簿記検定対策等、幅広い
体験型の講座を全14講座予定しています。詳細は皆野
高校HPで公開しています。大勢の皆さんの参加をお待
ちしています。
開催日●12月25日(水)～1月7日(火)予定
※講座により開催日や対象者、定員等が異なり、費用が
かかる講座もあります。
申込＆問合せ●皆野高校HPで内容を確認のうえ、電話
でお申し込みください。
県立皆野高等学校☎62-2076
https://minano-h.spec.ed.jp/

下小鹿野
新井悠希さん・夏希さん

凪紗(なぎさ）ちゃん（姉）

琢矢(たくや）くん　（弟）

もうすぐ1歳になるよ！大好きな ねえね、いっぱい遊んでね♡

もうすぐ1歳になるよ！大好きな ねえね、いっぱい遊んでね♡

祝

大正8年11月14日生

黒沢 喜德郎さん(両神小森)

ほかに下小鹿野の佐藤ヨシさん(大正8年11月13日生)
も百歳を迎えられました。

県民向け手話講座
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日時●12月19日(木)受付13:00～13:50
※ＢＣＧ接種を希望される場合は13：15までに受付してくださ
い。13:30から予診・接種を行います。
場所●児童館
該当児●[健診]平成30年11月、12月、平成31年2月、3月、令
和元年5月、6月、8月、9月生まれ〔予防接種〕令和元年5月、6月
生まれと12月18日までに12か月未満で未接種の乳児
持ち物●健診時に母子手帳と健康診査票(3か月児は子育てア
ンケート）、ＢＣＧ接種を受ける人は予診票(青色)

3・6・9・12か月児健診＆ＢＣＧ予防接種

日時●12月13日(金)受付13:00～13:50
場所●児童館　　該当児●平成28年7月～9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●①12月4日(水)、18日(水)14:00～15:00
　　　②12月5日(木)、19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●12月12日(木)、20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●12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

　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●12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？

　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。
日時●12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。

オレンジカフェ「笑顔」

お酒と上手につきあいましょう！
12月は宴会や食事会など、お酒を飲む機会が増える季節です。
お酒と上手につきあいましょう！
12月は宴会や食事会など、お酒を飲む機会が増える季節です。

健康講演会『転倒予防』健康講演会『転倒予防』
　日常生活でちょっとした所でつまずいて
転びそうになった経験はありませんか？今
回は実技を踏まえて専門の先生にお話し
を伺います。
日時●12月12日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
内容●ロコモ体操で元気モリモリ
　　　～「とっさの一歩」で転倒予防～
講師●筑波大学体育系　教授　
　　　長谷川聖修先生

健康教室・健康診査コーナー 申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

　認知症の症状や介護について、専門家による相談会です。今
月のみ開催です。
日時●12月10日(火)13:30～15:00　　
場所●総合ケアセンター巨香の郷　相談室
相談員●認知症疾患医療センターつむぎ診療所　
　　　　公認心理師　長島恵利子氏
申込●相談を希望する人は、事前に保健課まで電話でお申し
込みください。

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●12月16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

Hm1

Hm1

認知症相談会

　音楽で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●12月5日(木)、19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

Hm1 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。今年4月以降に集団健診や人間ドックを
受けていない人が対象です。
対象●40歳～74歳の国民健康保険加入者で、令和元年度に集
団健診未受診の人、又は人間ドック受診予定がない人
期間●令和2年3月31日まで(75歳を迎える人は誕生日の前日)
場所●町内の指定医療機関(直接医療機関へ予約してくださ
い。)
持ち物●保険証、受診券、受診票(5月に郵送した個別通知をご
確認ください。)

Hm4

第35回町民輪投げ大会結果(10/27)第35回町民輪投げ大会結果(10/27)

■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●12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　
※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)
※12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(5日、19日は運動教室有)

■適正飲酒を心がけましょう！
　お酒の飲みすぎは、アルコール性脂肪肝・肝炎・肝硬変などの
肝臓病や高血圧、心筋梗塞、脳出血・脳梗塞、膵炎、糖尿病、さら
に、口腔がん、食道がん、肝臓がん、大腸がんなど様々な病気を
引き起こします。また、適量の2倍を超える飲酒は、生活習慣病の
リスクを高くすると言われています。しかし、適正な飲酒は、ストレ
ス解消やリラックス効果があるともいわれますので、1日の適量
を守りましょう！
■寝酒はやめましょう！
　飲酒は、眠りを浅くし、夜間にトイレへ行く機会が増えるため、
睡眠前の飲酒はよい睡眠の妨げとなります。就寝の3時間前で
飲酒をやめましょう。

ヘルスアップ事業おがの

適量は1日純アルコールで20g程度

女性はこの半量!

日本酒 15度
1合（180㎖）

ビール 5度
中ビン1本
（500㎖）

焼酎 25度
ぐい飲み2杯弱
（100㎖）

ウイスキー 40度
ダブル1杯（60㎖）

ワイン 12度
グラス2杯弱
（200㎖）

　団体戦
■一般の部(出場20チーム）
第1位　髙田みつ子・新井一夫・黒澤昭武 チーム(倉尾2区)
第2位　飯塚隆太郎・飯塚もとえ・飯塚健司 チーム(倉尾8区)
第3位　小澤良夫・原　優・原　准次 チーム(小鹿野4区)
第3位　新井秀典・丸山義弘・加藤初子 チーム(倉尾1区)
■高齢者の部(出場26チーム)
第1位　新井弟治・道庭邦利・道庭エツ子 チーム(倉尾5区)
第2位　髙田穎一・髙田規子・黒澤クニ チーム(倉尾2区)
第3位　加藤昭介・加藤光一・小澤重德 チーム(小鹿野3区)
第3位　髙橋カツミ・髙橋亮子・髙橋寅一郎 チーム(倉尾8区)

　個人戦
■一般の部(出場16人)
第１位　新井一文(小鹿野6-2区)
第２位　和田　武(倉尾1区)
第３位　新井武好(倉尾1区)
第３位　宮澤清子(倉尾1区)

■高齢者の部(出場40人)
第１位　髙田宣造(倉尾2区)
第２位　保坂昭雄(小鹿野7区)
第３位　小澤哲男(小鹿野3区)
第３位　丸山　衞(小鹿野13区)

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。



●お菓子作り教室
日時　12月22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　12月6日(金)必着
●そば打ち体験
日時　1月19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　1月10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

●天然の氷壁を見に行こう
日時　①1月26日(日)②2月2日(日)
両日とも10:00～14:00
内容　高さ約50メートルある天然の
氷壁や氷柱など、奥秩父・中津川の冬
の名所をガイドの案内により巡りま
す。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴）
費用　500円(昼食付き)
定員　各日10人(申込順)
締切　①1月19日(日)②1月26日(日)
申込&問合　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

　放送大学は、4月入学生を募集しま
す。
　10代から90代の幅広い世代、約9
万人の学生が、大学を卒業したい、学
びを楽しみたいなど、様々な目的で
学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情
報・自然科学など、約300の幅広い授
業科目があり、1科目から学ぶことが
できます。
出願期間　第1回が2月29日(土)ま
で、第2回は3月17日(火)まで
※資料を無料で差し上げています。
資料請求＆問合　放送大学埼玉学習
センター☎048-650-2611

放送大学4月入学生募集

日時　1月22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)
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1月上旬に雇用対策協
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/

●スターウォッチング
日時　12月7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
冬の星座を観察します。
対象　一般
費用　無料
●秩父札所巡り・そば打ちハイク(街
中4㎞)
日時　12月12日(木)9:30～15:00
場所　秩父鉄道「秩父駅」集合
内容　そば打ち体験、秩父札所・今宮
神社見学
対象　一般20人
費用　1,500円程度
●親子で楽しむ冬のグルメ体験キャ
ンプ！～英語にもふれながら～
日時　12月14日(土)13:00～15日
(日)12:30
場所　大滝げんきプラザ集合(宿泊)
内容　手打ちうどん、クリスマスリー
ス・ケーキ作り
対象　幼児、小・中学生とその家族50人

費用　小・中学生4,000円程度、大人
4,500円程度
申込&問合　いずれのイベントも12
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

県北総合相談センター
出張法律相談会(無料)

　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。(参加費無
料)
●長瀞町会場
日時　1月15日(水)18:00～19:30
場所　長瀞町役場・大会議室(3階)
定員　50人
締切　1月8日(水)
●秩父市会場
日時　2月13日(木)13:30～15:00
場所　秩父市歴史文化伝承館・研修
室（1階）
定員　50人
締切　2月6日(木)
申込＆問合　参加を希望される人は、
次のどちらかの機関へお申し込みく
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

あいサポーター養成研修
参加者募集

　埼玉県交通安全対策協議会では、
埼玉県内に在住する交通遺児等を対
象に援護金を給付しています。
　交通遺児等とは、交通事故(陸海空
全ての交通機関の運行により生じた
事故)により死亡又は重い障害を負っ
た保護者に養育されている、平成13
年4月2日以降に生まれた乳幼児並
びに児童・生徒をいいます。
　なお、給付には一定の所得制限が
あります。
給付額　子ども1人につき10万円
給付時期　令和2年5月上旬 ※4月末
までに給付決定通知書を送付します。
提出期限　令和2年1月31日(金)まで
提出先　みずほ信託銀行浦和支店
へ郵送又は持参してください。(さい
たま市浦和区高砂2-6-18)
☎048-822-0191
問合　埼玉県防犯・交通安全課
☎048-830-2958

さいたま地方法務局からのお知らせ

●相続登記はお済みですか？
　不動産の所有者が亡くなられたと
きは、相続登記が必要です。
　相続登記が放置されると、所有者
の把握が困難となり、公共事業が進
まないなどの所有者不明土地問題や
空き家の増加につながります。
　相続登記をしておくと、権利関係が
明確になり、相続した不動産を売却し
たいときに、すぐに手続をすることが
でき、担保に入れてローンを組むこと
もできます。
　相続登記をしないで放っておくと、
誰が相続人となるのか、その調査だけ
で相当の時間が掛かり、相続登記の
手続費用や手数料も高額になってし

まいます。また、相続の手続に時間が
掛かると、相続した不動産を売りたい
ときに、すぐに売ることができません。
●法定相続情報証明制度をご存じで
すか？
　この制度は、法務局に戸籍謄本等
と相続関係を一覧に表した図(法定相
続情報一覧図)を提出すると、登記官
がその一覧図に認証文を付した写し
を無料で交付する制度です。一覧図
の写しは、戸籍の束の代わりとして、
金融機関等の各種相続手続に使用で
きます。
　自分の権利を大切にするとともに、
次世代の子どもたちのために、「未来
へつながる相続登記」をしませんか。
問合　さいたま地方法務局秩父支局
☎22-0827

財務省関東財務局の相談窓口です!

　関東財務局では、金融取引や多重
債務に関するトラブルについて、地域
の皆さんからの相談を無料で受け付
けています。一人で悩まずに、まずは
ご相談ください。　　
◎詐欺的な投資勧誘に関する相談
☎048-613-3952
◎電子マネー詐欺相談(架空請求等)
☎048-600-1152
◎借金の返済でお悩みはありません
か?
☎048-600-1113

交通事故被害者のご家族へ
援護金を給付します

日時　12月8日(日)14:00～(開場
13:30～)
場所　秩父ミューズパーク音楽堂
内容　ピアノ、声楽、フルート、ヴァイ
オリン、ハンドベル、合唱の演奏
費用　入場料1,000円
問合　邦友会秩父支部
☎090-4533-8759(荻原まで)

ミューズの会クリスマスコンサートⅤ

　人権尊重社会をめざす県民運動強
調週間の事業として開催します。
日時　12月７日(土)10:00～19:00
場所　アリオ深谷・センターコート
内容　①森　圭一郎による人権トー
ク＆ライブ②人権啓発ポスターの展
示③定規絵付け体験④人権啓発
DVDの上映⑤コバトンとふっかちゃ
んとのふれあい(入場無料)
問合　埼玉県人権推進課
☎048-830-2258

人権啓発イベント
「ヒューマンスクウェア」開催

日時　12月19日(木)10:00～12:30
場所　小鹿野文化センター・ホール
【記念講演】
講師　梅本正行氏(防犯ジャーナリスト)
スキミング・振り込め詐欺・侵入強盗
犯　急増する犯罪に巻き込まれない
ための心構えと防止策
問合　小鹿野庁舎・住民生活課
☎75-4170

第12回西秩父地域安全・
暴力排除推進大会

日時　1月21日(火)13:30～15:30
場所　秩父保健所
内容　同じ体験をされた人同士が、
安心して語りあう場を提供します。
(参加無料)
対象　家族や親戚、友人、職場の同
僚など身近な人を自死(自殺)で亡く
され、ご自分から参加を希望する人
※前日までに申込が必要です。
問合　秩父保健所 保健予防推進担
当☎22-3824

大切な人を自死(自殺)で亡くされた方の
「語らいのつどい」

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

　埼玉県では、ＬＥＤ照明への交換や
断熱の推進など県事業に賛同した家
電量販店、ホームセンター等と連携し、
皆さんの省エネを応援しています。
この冬をエコで暖かく過ごしましょう。
問合　埼玉県温暖化対策課
☎048-830-3033

彩の国家庭の省エネ(LED照明・
断熱)推進キャンペーン開催中！
(2月末まで)

イ ベ ン ト

募 集

案 内

　「くらしの法律家」である司法書士
が日常生活での悩みやトラブルを抱
えている皆さんの相談に応じます。
相談内容　相続、遺言、登記、債務整
理、成年後見、不動産の名義変更など

●寄居町中央公民館　集会室
日時　12月10日(火)13:30～16:30
●深谷市男女共同参画推進セン
ター・ハナミズキ
日時　12月19日(木)13:30～16:30
申込　両会場とも電話にて予約
☎048-838-7472
問合　埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

　長時間労働、残業代未払い、パワ
ハラ、突然解雇されたなど、職場のお
悩みをご相談ください。相談無料・秘
密厳守です。
●若者労働ほっとライン　
相談日　第2・4土曜日(年末年始、祝
日は除く)
時間　10:00～16:00(電話相談)
相談員　社会保険労務士
●働く人のメンタルヘルス相談
相談日　毎週水曜日(年末年始、祝日
は除く)
時間　13:30～16:30(面談相談)
相談員　産業カウンセラー
※事前予約が必要です。
問合　埼玉県労働相談センター
☎048-830-4522

労働相談・メンタルヘルス相談を
ご利用ください
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