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12月1日現在　【世帯数】4,698世帯
　　　　　　  【総人口】11,487人【男性】5,708人【女性】5,779人
11月中の異動　出生3人/死亡20人/転入28人/転出25人
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2020（令和2年）NO.172 広報おがの／令和2年1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12月15日現在）
貯水位　328.01ｍ
貯水量　10,255,600㎥
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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1月31日（金）までに
納めてください。

町県民税 　　　第4期
国民健康保険税　第7期
介護保険料 　　第7期

今月の納税今月の納税
小 鹿 野 町小 鹿 野 町

◆囲碁大会

▲よちよち
▲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
◆結婚相談日

▲発育測定・誕生会
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲すくすく(計測)
▲開放
■ステップ体操

▲1日開放

▲開放(お琴鑑賞会)
■開放日

▲1日開放

▲開放

▲豆まき会

▲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
■開放日・講習会

▲開放
▲幼児食体験
●認知症家族会
■開放日

旧元日

土用

▲キッズサーキット
●バランスボール教室
■開放日

◆将棋大会

◆楽しいおはなしの会

★おはなし会

▲すくすく(計測)
▲開放
■ステップ体操

▲ふれあい遊び
◎こころの悩み
　何でも相談
◆バンビちゃんの会
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲すくすく(離乳食)
▲開放
■ステップ体操
●バランスボール教室
お茶会･交流会
(長寿ハウス)

▲1日開放

法養寺薬師尊の縁日(両神薄)

山田大久保の道陸神
焼き(両神小森)
馬上のクダゲエ(藤倉) 馬上のクダゲエ(藤倉)

橋詰のドウロク神焼き
(河原沢)

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

小鹿野町消防団
出初式
(小鹿野庁舎前庭)
◆小鹿野町成人式

▲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
★図書館休館日

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

節分 立春

成人の日

大寒

防災と
ボランティアの日

北方領土の日

小寒
官公庁仕事始め

七草 鏡開き

元日

▲親子のびのび体操
◎ひきこもり相談
■開放日

▲発育測定・誕生会
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲すくすく
　(手作りおもちゃ)
▲開放
■ステップ体操

21
▲てくてくじゃんぷ
■体組成測定
■開放日

▲すくすく
　(ふれあい遊び)
▲開放
■ステップ体操
◆献血

▲子育てサークル
●はぐくみ相談
　(ことば)
■開放日

▲よちよち
■開放日

▲開放
▲おはなし会(午後)
■開放日

▲1日開放

information
子育て支援
図書館・生涯学習
無料相談•医療
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謹賀新年　町長年頭あいさつ2

飯田八幡神社例大祭(鉄砲まつり)　12/7、8
(県指定無形民俗文化財)
　秩父地方の祭暦の1年を締めくくる飯田八幡神社
の例大祭(鉄砲まつり)が行われ、全国でもめずらし
い祭りを一目見ようと今年も県内外から大勢の参観
者が訪れました。
　2日間の祭りの無事と成功を祈る若衆宮参りのあ
と、花乗り役の子どもたちの「ワッショイ!ワッショイ!」
のかけ声で屋台・笠鉾の曳き回しが行われます。

フォトニュース
みんなの広場
保健・福祉
情報版
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28
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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

★両神ふるさと総合
　会館休館日



謹賀新年謹賀新年
　町民の皆様におかれましては、ご家族お揃いにて健やかな新年をお迎えのこ
とと心からお慶び申し上げます。
　また、日頃より町政推進に対しまして、温かいご理解とご協力を賜り厚くお礼申
し上げます。

　さて、幕開けとなりました２０２０年は、何といっても東京オリンピック・パラリン
ピックが開催されるスポーツの年でございます。１９６４年の夏季五輪開催から５６
年ぶりに東京に聖火が帰り、世界中のトップアスリートが日本に集結いたします。

大会期間中、どのようなパフォーマンスやドラマが見られるか本当に楽しみでございます。
　また、開催地の日本といたしましては、２０１３年９月に国際オリンピック委員会（IOC）の総会
にて、日本の五輪招致委員会の提供で話題となった「おもてなし」の真価が問われるときでも
あります。観光はもちろんのこと食・文化・技術など、世界中の皆さんから注目が日本に集まる
ところでございますので、町といたしましてもしっかりと関係各所とスクラムを組み、PR活動や
受け入れ態勢を整えてまいりたいと存じます。

　本年の小鹿野町における大きな事業といたしましては、桜の季節に『小鹿野町クライミング
パーク神怡舘のオープン』や町立の幼稚園と保育所を統合した『認定こども園の開園』を予
定しています。更に、『小鹿野町役場新庁舎』の設計が進み、令和4年度の完成に向け事業が
前進してまいります。現在、関係者や担当職員等としっかりと準備を進め、良いスタートを迎え
られるよう努めているところでございます。

　さて、改めまして昨年を顧みますと、上半期には、天皇陛下のご即位とそれに伴う新元号
『令和』への改元や、メダリスト、横綱等の有名プロアスリートの引退表明などに新時代への
入れ替わりを感じ、下半期には、長期間に及んだ梅雨や記憶に新しい台風第１９号の襲来、世
界遺産首里城の火災など自然の驚異や災害に直面し、危機感や緊張を印象に残さざるを得
なかったように思います。
　小鹿野町においても、台風第１９号の爪痕に対する復旧・復興の最中でございます。引き続
き被災箇所の早期復旧に努め、この度の経験を教訓として、今後の安心・安全なまちづくりに
繋げてまいります。

　昨年秋、７つの国の３１人のメンバーがひとつにまとまり、ラグビーワールドカップで初のベス
ト８進出を達成した日本代表チームの躍動には数々の感動を覚えましたが、彼らのチームス
ローガンを引用させていただき、町民の皆様と『One　Team』（一丸）となって小鹿野町の明
るい未来の開拓に邁進することを新年の抱負としてお誓いいたします。

　結びに、令和２年の年頭にあたり、皆様のますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新
年のあいさつといたします。

　　　令和2年元旦　　　　　　　　　　　　　　　　     小鹿野町長　森　真太郎

　小鹿野町使用料等審議会(阪本昇寿会長)は、町の公
共施設の利用に伴う使用料や町の住民票、税など各種
証明書の発行に伴う手数料など、料金体系の見直しや住
民負担の公平性の確保と受益者負担の適正化を図るた

め設置されました。
　令和元年7月8日に「小鹿野町使用料等の適正化」に
ついて、町長から諮問を行い、5回の会議を開催し、令和
元年11月25日に答申をいただきました。
　この答申では、①使用料等の改定に対する基本的な
考え方、②使用料等の改定案について、③新規の使用
料の設定について示されたほか、付帯意見として、減免
規定や施設の運用について留意すべき事項が示されま
した。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

　町では、第２期小鹿野町子ども・子育て支援事業計画
の策定を進めています。計画をよりよいものにするため
に、町民の皆さんからのご意見を募集します。
意見の募集期間●1月31日(金)まで
策定概要●小鹿野町子ども・子育て支援事業計画の終
了に伴う第2期の計画策定
意見の提出先●〒368-0192　小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
☎75-4101　FAX 75-2819
意見の提出方法
■意見用紙の持参、郵送、ファックス
■インターネットによる提出
　町ホームページ内の『お問い合わせ』フォームから送
信してください。件名は「第２期小鹿野町子ども・子育て
支援事業計画（案）に対する意見」としてください。

第2期小鹿野町子ども・子育て支援事業計画（案）
に対するご意見を募集します
第2期小鹿野町子ども・子育て支援事業計画（案）
に対するご意見を募集します

計画案の公表方法
■町ホームページへの掲載
トップ画面 ＞ 町政情報 ＞ 広聴・広報・統計 ＞ パブリック
コメントの募集・結果
■小鹿野庁舎町政情報コーナー、両神庁舎おもてなし
課窓口、町立図書館(両神ふるさと総合会館)、保健福祉
センター窓口での閲覧
その他
■ご意見は日本語に限ります。
■電話によるご意見の受け付けはいたしません。
■ご意見に対する個別の回答はいたしません。
■いただいたご意見は、計画策定の参考とさせていた
だき、ご意見の概要や町の考え方は、町ホームページ等
により公表します。
■公表内容からは、個人情報を除きます。
■ご意見等をまとめるため、必要に応じて抜粋や要約を
行うことがあります。

　11月20日に秩父広域市町村圏組合・秩父クリーンセンターに
おいて、ちちぶ定住自立圏を構成する1市4町の首長により締結
式が行われました。
　この覚書の締結により、秩父地域のし尿処理事業の統合に向
けた準備作業が、本年4月から行われることとなりました。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

秩父地域し尿処理事業広域化準備室の
設置に関する覚書を締結しました
秩父地域し尿処理事業広域化準備室の
設置に関する覚書を締結しました

小鹿野町使用料等審議会より
答申を受けました
小鹿野町使用料等審議会より
答申を受けました

しんいかん
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募集職種●介護支援専門員　１人
受験資格
■介護支援専門員(介護支援専門員証を保持している人)
■普通自動車免許(ＡＴ限定可)
選考●面接
採用予定時期●令和2年3月(予定)
応募方法●市販の履歴書に写真を貼り必要事項を記入

町職員（臨時職員）を募集します町職員（臨時職員）を募集します
のうえ、保健福祉センター・保健課へ郵送又は持参して
ください。
受付期間●1月6日(月)～31日(金)8:30～17:15
　　　　　(土・日・祝日は除く)
※郵送の場合は、1月31日(金)の消印まで有効。
※応募状況によっては期限を延長します。
問合せ●保健福祉センター・保健課☎75-0135

　現在放送しているピアノ版の両神音頭は、１月５日
（日）まで放送し、翌６日（月）から同じくピアノ版の小鹿野
まつり音頭を放送します。
　ご理解、ご協力をお願いします。

正午の放送を変更します正午の放送を変更します
※ピアノ版の小鹿野まつり音頭は、両神出身の大久保
豊典さんにご協力いただき、制作しました。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

　町では、果樹栽培の振興および遊休農地の発生防止
を目的とした「果樹苗木購入費補助金」事業を実施して
います。
対象●町内に住所を有する人
果樹●【柿】蜂屋、平核無
　　　【かぼす】大分１号、香美の川、祖母の香
条件等
■町内の農地(登記地目が畑又は田)に植栽すること
■1年生又は2年生接木苗であること
■5本以上植栽すること
■町税の滞納がないこと
補助額●苗木代金の1/2以内(上限2万円)
申請●申請書に次の書類を添えて提出してください。
■苗木の明細書及び領収書
■定植した農地の位置図
■定植した農地の写真(定植前・後)

果樹苗木購入費を補助します果樹苗木購入費を補助します
その他
■補助金受給後3年間、生育状況の報告が必要です。
※管理や鳥獣の食害対策を行わずに苗木が枯れた場合
は、補助金の返還を求めることがあります。
■補助金受給者には後日、栽培講習会等の連絡をする
ことがあります。
■秩父地域は寒冷地のため、春植え（３月中旬以降）をお
すすめします。
申込＆問合せ●申請は苗木を定植した年度内に1回とし
ます。なお、申請書類は両神庁舎・産業振興課にありま
す。また、町ホームページからもダウンロードできます。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

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

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

配付樹木●イロハモミジ苗木(高さ100㎝程度)※土地
一筆につき、10本を上限とします。
その他
■植付けや水やりなどの管理は、申請者が行ってくださ
い。
■肥料や資材等は申請者が用意してください。
■枯れ補償は行いません。
■植え付け後の位置図・写真等を提出してください。
■苗木の配付は3月中旬の予定です。
申込＆問合せ●1月6日(月)から2月21日(金)までに申
請書類を提出してください。なお、申請書類は両神庁舎・
産業振興課にあります。また、町ホームページからもダ
ウンロードできます。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

　町では、公の施設の管理運営業務を効率的に行うた
め、『倉尾ふるさと館』の指定管理者を募集します。詳し
くは、募集要項をご覧ください。
指定管理期間●令和２年４月１日～令和５年３月３１日
応募資格●小鹿野町内に本社又は支店、営業所を有す
る法人や団体(法人格の必要はありません。)
受付期間●令和２年１月6日(月)～1月31日(金)
募集要項●両神庁舎・おもてなし課に用意してありま
す。また、町ホームページからもダウンロードできます。
申込＆問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

『倉尾ふるさと館』の指定管理者を募集します『倉尾ふるさと館』の指定管理者を募集します

募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建2LDK 67.3㎡
所在地●小鹿野町小鹿野405番地(南裏通り伊豆沢入り
口）
家賃●所得により決定　　敷金●家賃の3カ月分
駐車場●2,500円/台(月額)
入居資格
■現に同居し、又は同居する親族がいること
■所得月額が扶養控除後15万8,000円以下であること
■自ら居住するための住宅を必要としていること
■申込者本人を含む同居世帯の全員が暴力団員でない
こと
■国・地方税を滞納していないこと

町営住宅等の入居者を募集します町営住宅等の入居者を募集します 募集期間●1月6日(月)～17日(金)
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204

町営住宅笠原団地町営住宅笠原団地
募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建 3LDK 92.74㎡
所在地●小鹿野町飯田606番地(松坂信号東約50ｍ）
家賃●50,000円　　敷金●家賃の3カ月分
駐車場●2,500円/台(月額)
入居資格
■町内に住所又は勤務場所を有すること
■現に同居し、又は同居する親族がいること
■所得月額が扶養控除後15万8,000円以上であること
■自ら居住するための住宅を必要としていること
■申込者本人を含む同居世帯の全員が暴力団員でない
こと
■国・地方税を滞納していないこと

特定公共賃貸住宅松坂団地特定公共賃貸住宅松坂団地

　台風第19号により居住する住宅が被災された方のう
ち、り災証明書により一部損壊(準半壊)以上の被害を受
けた方に対して、埼玉県から義援金が支給されます。
　り災証明書の交付申請がお済みでない方は、申請手
続きをお願いします。

台風第19号で被災された皆様に
義援金が支給される可能性があります
台風第19号で被災された皆様に
義援金が支給される可能性があります

義援金の額
■住宅の全壊200,000円
■住宅の半壊(大規模半壊含む)100,000円
■住宅の一部損壊(準半壊)及び一部損壊(準半壊)に至
らない床上浸水20,000円
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221※この義援金は、台風第19号により被災された方に対し、日本赤十字

社埼玉県支部、埼玉県共同募金会及び埼玉県に寄付されたものです。
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除雪機を貸し出します除雪機を貸し出します
　町では、町内の行政区などの団体、組織に対して貸し出すことを目的に、小
型除雪機を2台購入しました。借用する際は小鹿野庁舎・総務課に申請してく
ださい。
※貸出台数は原則1団体につき1台まで、貸出期間は原則2日以内とします。
※格納庫からの運搬及び使用する際の燃料費は、各団体にご負担いただき
ます。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

様
々
な
電
気
機
器
部
品

　町で管理している町道等及び秩父県土整備事務所で
管理している国道・県道において、降雪時には、地元の建
設業者が昼夜を問わず除雪を行いますので、以下の点に
ついてご協力をお願いします。
■出入口の除雪にご協力をお願いします。
　玄関や車庫前など出入口に、重機で除雪した雪がどう
しても残ってしまうことがありますが、皆さんのご協力を
お願いします。また、ご近所など地域で助け合いをお願
いします。
■私有地の樹木は日頃から手入れをお願いします。
　樹木が雪の重みで倒れ、道路をふさぐことがあります。
日頃から庭木や樹木、特に竹林の手入れをお願いします。
■不要不急の外出を控えてください。

町長の見て・聞いて・話して
　第22回の事業所訪問は、11月11日に株式会社小高製
作所を訪問し、小高実社長にお話を伺いました。
　株式会社小高製作所は、平成16年(2004年)に熱硬化
性プラスチック成型の製造会社として創業されました。
　プラスチックには熱硬化性樹脂(溶けない)と熱可塑性
樹脂(溶ける)の2種類の素材があり、熱硬化性樹脂はプ
ラスチック全体の5％です。同社は、このごくわずかな熱
硬化性樹脂の素材で、耐熱、強度に優れた熱硬化性プラ
スチックの成型品を造っています。
　高圧電流が流れる配電設備部品や金属代替品として
使用する車両部品など、あらゆる産業分野に適応した安
心、安全なプラスチック製品を製造しています。
　全国的にみても熱硬化性プラスチック加工業者は少な
く、プラスチック成型から組立まで全てを行っていること
も同社の強みとなっていました。
　若手からベテラン社員の技術力の層の厚さと同時に、
NPO法人と連携を図り、積極的な雇用の確保、人材育成、
環境づくりに常に配慮されていました。
　最近の雇用情勢から人手不足を補うため、蓄積したノ
ウハウによって設備の自動化を進めているとのこと。また、
現在、埼玉県産業技術総合センターの支援機関による技

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.22 ～

「株式会社小高製作所」
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。

術支援を受けて、自社製品の開発に取り組んでいるなど、
経営者として様々なことに努力を重ねている姿勢が伝
わってきました。
　創業から15年。日々、技術の継承と技術の向上、技術
の革新を掲げ、社員とともに常に新しい分野にチャレンジ
し、オンリーワンを目指すものづくり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、熱硬化性プラスチックで熱に強く、ブレ
－カ－、ヒューズ、電球のソケット、スイッチ、スマ－トメ－タ
－などの電気機器部品です。すべて国内メーカ－から受
注を受け、コンプレッション成型の多品種少量生産からイ
ンクジェクション成型の量産品まで対応しております。
ここに自信あり
　熟練工の技術により、難しいとされるインサ－ト成型や
肉厚品のコンプレッション成型まであらゆる成型方法と
金型設計を提案します。バリの最薄化やバリレス化にも
取り組んでおり、コンプレッション成型で作られた熱硬化
性のプラスチックは耐熱、強度に非常に優れております。

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地
電 話

代表取締役　小高　実
40名
2004年
小鹿野町下小鹿野1129-1
0494-75-2444

会社概要

小高社長(右)

除雪にご協力ください
～小鹿野町・秩父県土整備事務所からのお願い～
除雪にご協力ください
～小鹿野町・秩父県土整備事務所からのお願い～

■路上駐車はしないでください。
■通学路など歩道の除雪について、
地元のご協力をお願いします。

　特に、国道の除雪の状況については、「ちちぶ安心安全
メール(防災無線)」等で配信します。また、路面状況につ
いては、秩父県土整備事務所のホームページでライブ映
像もご覧になれますので、そちらも参考にしてください。
　除雪作業時にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
ちちぶ安心安全メールの登録はコチラ ➡
問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204
秩父県土整備事務所・道路相談担当
☎22-3715

生産工程の説明を受ける森町長

転入者と新婚世帯の民間賃貸住宅家賃を助成します転入者と新婚世帯の民間賃貸住宅家賃を助成します
　町では、より多くの人に小鹿野町で住み、暮らしていた
だくため、新たに町へ転入された人や、新婚世帯の家賃
を最大で月1万円助成します。
対象条件●①②のいずれかに該当し、下記の必須条件の
すべてを満たす世帯
①結婚して2年以内で夫婦いずれも満45歳以下の「新婚
世帯」
②転入した日において世帯員がいずれも満45歳以下の
「転入若年世帯(単身者可)」
必須条件
■平成28年4月1日以降に民間賃貸住宅に入居していること
■過去にこの助成金の交付を受けていないこと
■当該住宅を世帯員又はその親族が所有していないこと
■世帯員が当該住宅を所有する法人の親族・役員でない
こと
■町税・国民健康保険税の未納が無いこと
■令和2年1月1日現在その賃貸住宅に住所があること
※詳しくはお問い合わせください。

助成金額●1万円/月(家賃の額が1万円に満たない場合
はその額)※平成31年1月から令和元年12月に支払った
家賃が対象です。
交付期間●最初の助成対象となった月から2年以内
申請期間●1月15日(水)～2月17日(月)
必要書類
■民間賃貸住宅家賃助成金交付申請書
■世帯員全員の住民票及び戸籍謄本
■町税等納税証明書(国保税含む)
■賃貸契約書の写し(昨年度に引き続いての申請であ
り、契約の更新等が発生していない場合は不要です。)
■その他町長が必要と認めた書類
※申請書は、小鹿野庁舎・総合政策課にあります。また、町
ホームページからもダウンロードできます。
トップ画面＞暮らし・手続き＞住まい支援＞住まいに関す
る支援制度＞民間賃貸住宅家賃助成金
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課
　　　　　　　☎75-1238
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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！ ➡

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

おおた　　 まこと　　ほし　　 としひこ　　　さわだ　　ともき

もと　　     なよこ　　　　かたぎり　しょうた　　　  くどう　　　　　　　　　 みやもと　　りほ

小鹿野中学校にて行われた郷土
学習にて、鳥獣被害のお話をさ
せてもらいました。（星）

いざや！かぶかん！郷土
芸能祭にて白波五人男
の赤星に挑戦いたしま
した。移住して早々に
小鹿野のディープな文
化に触れられ、感動で
す。ご指導いただき、誠
にありがとうございま
す。子どもにもいずれ
体験してほしいと思い
ました。（工藤）

尾ノ内渓谷紅葉祭りに
てハチミツの出店をさ
せていただきました！
（片桐）

県庁オープ
ンデーにて
小 鹿 野 町
のPR、えご
ま、はちみつ、かぼすの販売をさせ
ていただきました。（太田）

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.31VOL.31

『日々挑戦』　地域おこし協力隊　沢田朋輝

　こんにちは。地域おこし協力隊の沢田です。私は先
輩の太田隊員や星隊員と違い、コレというものではな
く「地域おこし」という答えのない目的で移住してきまし
た。
　私は普段、ダリア園の作業支援を中心に活動してい
ます。主なミッションはダリア園の作業支援と観光PRと
特産品の開発です。今回は飲食店のパネルについて
書こうと思います。今年、ダリア園の受付手前に飲食店
のパネルを貼り出しました。目的は町内の飲食店への
立ち寄りを増やすためです。実施するに至ったきっかけ
は大きく分けて２つ。
　１つは他所の花の園地に伺った際、担当者から出
た話です。その花の園地は行政が運営し、無料でお客
様に開放しています。目的は、来場されるお客様に町
の中でお金を使っていただく事です。協力する飲食店
やお菓子店のクーポンを園地のパンフレットに掲載し
立ち寄りを促していますが、開始当初は店舗が協力的
でなく、店舗数も少なかったそうです。今後の人口減少
を見据え少しでも地域の商店が潤うように、商店が存
在し続けることで住民の生活が不便にならないように
との担当者の思いでしたが、「誰のためにやっている
んだ。」とこぼしてしまうほどだったそうです。観光事業
において町内全体の経済効果は重要だと再確認しま
した。
　もう１つは、食事処は重要であるという事です。芝桜、
ポピーの観光案内所でPR活動をしていて、お昼は決
まってどこのお店がオススメか聞かれます。そして、昨年
園内でも「お昼は秩父市の〇〇か長瀞の○○で食べ
よう。」とお客様の会話がちょこちょこ聞こえてきました。
「頑張ったご褒美に〇〇で△△食べました。」という
SNSの投稿もたくさんあります。「どこで何を食べるの

か」というのは、非常に重要な関心事であることも再確
認しました。
　せっかく小鹿野町まで来ているのだから、小鹿野町
の飲食店で食べていって欲しい。
　ダリア園から飲食店への誘客ができ、飲食店のファ
ンになってくれたら飲食店のリピーターが増えます。飲
食店のリピーターがダリアの時期に来てくれたら、ダリ
ア園にも立ち寄ってくれるかも。ダリア園内では飲食の
提供はしていないので、町内のどこで何を食べられる
かの情報はお客様にとってもありがたいはず。
　机上の空論ではWIN－WIN－WINになるだろうと
仮説を立てて、いざ実施。準備期間が短かったので、
ダリア園の入園券提示で50円引きキャンペーンを実
施している料飲店組合のマップを活用。１店舗ずつ協
力のお願いと営業時間と定休日の確認、おすすめ料
理の写真を撮りに回りました。この時のエンゲル係数は
半端なかったです(笑)。突然の訪問にも関わらずご対
応いただいた飲食店の皆様、ご協力いただきましてあ
りがとうございました。おかげさまで多くのお客様に足
を止めてパネルを見ていただきました。
　結果はどうだったか。この記事が皆様の目に触れる
ときには、飲食店の集計が終わっていると思います。

活動
の軌跡 ー地域おこし協力隊ー

歌舞伎・郷土芸能祭では白浪五人男の捕手役
として出演させていただきました。継続的に観
光交流館でのプチイベント企画運営や小鹿野
町ブース出店も頑張っています！今は小鹿野町
の移住促進PR動画を撮影中！（宮本）

　旧小鹿野町西秩父農林産物直売所利活用事業について、応募者審
査の結果、次の事業者による利用が決定しました。
事業者名●合同会社黒澤農園(代表　黒澤忠弘)
所在地●小鹿野町三山401番地2
事業概要●秩父きゅうりの集荷、選別、直売所事業
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

旧小鹿野町西秩父農林産物直売所の利用者が
決定しました
旧小鹿野町西秩父農林産物直売所の利用者が
決定しました

　農林水産省では、2月1日を基準日として「2020年農林業センサス」を実施します。こ
の調査は、農林業を営む農家、林家、会社などの経営の実態を明らかにする調査です。
　1月中旬から調査員が農林業関係者の皆さんのもとへ訪問しますので、調査へのご
協力をお願いします。なお、調査員は埼玉県知事交付の調査員証を携行しています。
　調査票に記入された事項については、統計以外の目的には使用されませんので、皆
さんのご協力をお願いします。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1223

2020年農林業センサスに
ご協力ください
2020年農林業センサスに
ご協力ください

最近、小鹿野町に興味を
持ってくれる、都内の大学
生たちが増えています。「地域の活動のボランティアを募
集したい」「家業を体験してみてほしい」等、ご提案いただ
ける方は、ぜひ、ご連絡ください。（本）

地域おこし
協力隊
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尾ノ内百景(冷っけぇ～)
氷柱2020
尾ノ内百景(冷っけぇ～)
氷柱2020

期間●1月5日(日)～2月末頃
※氷の状態により変更される場合があります。
時間●8:00～16:00
環境整備協力金●200円(中学生以上)
氷柱ecoライトアップ!!
期日●1月25日(土)、2月1日(土)、8日(土)、15日(土)、22日(土)
時間●日没～20:00
問合せ●尾ノ内渓谷氷柱実行委員会(西秩父商工会)
　　　　☎75-1381
　　　　両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

1/5 日
OPEN

ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

―地域のどのようなところが課題なのでしょうか？
　地域の慣習に馴染めない方もいると聞きます。例え
ば、ある地区の若い方で、祭りには出るけど消防団に
入らない方がいました。すると、「好きなことだけやっ
ているやつに役は任せられない」と、あまり関わらせ
てもらえなかったそうです。
ーAさんは消防団に所属しているとのことですが、どの
ようにお感じになりますか？
　僕自身は、先輩方や環境に恵まれていると思います。
ある知人は、「仕事やプライベートを優先して良い」と
いう前提で入団したところ、実際は特別点検の時期に、
訓練に頻繁に参加しなければいけなかったことが辛
かったそうです。また、別の例ですが、入団しない意向
を伝えた方が、「もし自分の家が火事になった時、火
を消す人がいなくてもいいのか」と言われ、強引に勧
誘されていると感じたようです。訓練の大切さや美し
い操法の必要性は理解していますが、競い合ってい
るようにも見え、戸惑いを感じます。
ー一方で、小鹿野町消防団の活躍には定評があります。
守り続けてきたある種の誇りでもあるかと思いますが、
どのようにしたらより良くなりそうでしょうか？
　そうですね。昔、吉田のお宅が火事になった時に、
いち早く駆け付けたのが地元の分団ではなく、小鹿野
町の分団だったという話もありました。ある程度の人
数はやはり必要なので、活動の負担を減らして、50～

60代でも続けられるようにしたら良いのではないで
しょうか。
ー消防団活動以外の慣習はいかがでしょうか？
　良い伝統は守られるべきですが、既存の取組みを
「自分たちがやっていたように」次の世代に求めるとい
うより、「若い人のやりやすいように任せる」という視点
で慣習を変えないと、いつか町民がこの町を住み辛く
してしまうのではないかと思います。もちろん、みんな
が気持ちよく動けるよう、間に入ってくれる先輩もいま
す。
ー最後に、この町の良さは何だと思いますか？
　自然や祭り、お酒が好きな人にとっては、良い町だと
思います。いつでも祭りに参加できるし、いい集まりで
酒を飲むのはみんな好きだし。僕も最初は祭りがすご
く楽しかったなぁ。

　いつの時代も、どんな社会にも、世代間の考え方の
ギャップは存在するかと思います。
　小鹿野町では、台風19号の際には命がけで地域を
守ってくれた消防団。特別点検では一致団結したチー
ムワークも披露されました。女性団員も増えている今
日、若者の入団や活動がよりしやすくなるよう、世代を
超えて、徐々に課題をクリアしていくことも必要なので
しょうか。

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

　今回は、数年前にUターンしたAさん（男性）のインタ
ビューです。Aさんは、若い人や移住してきた人が小鹿野
町に住み続けるためには、良き伝統の中に課題を感じる
部分もあると言います。小鹿野町を想うからこそのご意
見を皆さんにも一緒に考えていただけたら幸いです。

第12回  
移住相談員・本協力隊員の町民インタビュー

地域おこし企業人　石塚 浩哉

観光地としての小鹿野町

　10月30日と31日
の2日間、小鹿野町
振興公社(両神荘・
道の駅)現場職員
様方を対象に「観
光」についてお話

する機会がありました。小鹿野町の観光がどうある
べきか、私なりの考えを改めて整理する機会となり
ましたので、この場をお借りしまして、繰り返し述べ
させていただきたいと思います。
　地域おこし企業人として私のミッションは「町の観
光振興を図りながら交流人口の拡大を実現する」と
いう事です。そのために、赴任当初、主に以下の2点
において、「成果」を出し「継続」していく事を考えま
した。
■近畿日本ツーリスト首都圏の強みを活かした学生
団体誘客
　人数が多く、安定継続的で、平日実施が多い事か
ら、観光振興の一丁目一番地と考えています。
■グループ会社クラブツーリズムの強みを活かした
バスツアー誘客
　1年で、少しの成果は残せたという自負があります
が、この考えは、赴任2年目の現在も全くぶれており
ません。
　「観光」というと人が来て、お金だけを使って、とい
うイメージだけで捉えられる事も少なくありません
が、観光地づくりは、「住んで良し、訪れて良し」のま
ちづくり(でも、お金も大切)と捉えていただきたいと
思います。

　観光によって、町がどう変わるか？産業面におい
ては、第一次産業の農林水産業の体験を観光の要
素とする事（いわゆるコト消費）が多くなっています
が、従事する方々が仕事に誇りを持つ事にも繋がっ
ています。第二次産業の工業・建設業等は、良い観
光地(＝まちづくり)にまさにハード面のインフラ整
備に寄与できます。第三次産業のサービス・情報と
いった分野は、観光と直接関わるものであり、そのク
オリティを高める事に繋がります。また、文化面にお
いても、地域の伝統文化を再認識し、それを大切に
するきっかけとなります。さらに、その価値を観光客
(他の地域)に広く理解していただくことにもなります。
　ただし、現在私が進めているのは、会社を利用し
て「団体」のお客様(発地型旅行)を呼び込むことであ
り、今後はそれと「平行して」地域が主体となって着
地型旅行を企画販売し、団体受入をしていない小規
模施設さんも直接恩恵を受ける個人・グループのお
客様を呼び込む仕組みづくりも進めていくべきと思
います。
　町がめざす「観光から雇用を創り出し、外貨を稼
ぐ地域経済の柱のひとつ」となるよう私なりに、任期
が終了しても
「継続」する仕
組みづくりをし
ていきたいと
思っております。

入札結果のお知らせ入札結果のお知らせ ※金額は、消費税込

旧埼玉県山西省友好記念館改修工事監理
業務委託 両神薄地内 2,750,000円 株式会社丸岡設計 ～令和2年3月25日

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間

▲令和元年11月8日入札分

町道61号線外4路線舗装修繕工事
松坂地内用水改修工事
小鹿野文化センター機械室鋼製建具改修工事
勤労者福祉会館空調等改修工事
小鹿野町防災行政無線デジタル化更新工事
施工監理業務委託
学校タブレット用無線ＬＡＮアクセスポイント
増設に係る賃貸借事業

下小鹿野地内外
飯田地内
小鹿野地内
両神薄地内

小鹿野町全域

小鹿野小学校外

6,270,000円 
1,408,000円 
1,787,500円 
7,700,000円 

3,740,000円 

4,039,200円

有限会社長若建設
寿産業株式会社
有限会社戸田工務店
有限会社小鹿野電気

株式会社通電技術

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社関東支店

～令和2年3月19日
～令和2年2月28日
～令和2年2月28日
～令和2年3月19日

～令和2年12月28日

賃貸借期間・60箇月

▲令和元年11月28日入札分

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
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償却資産を所有している人は申告が必要です償却資産を所有している人は申告が必要です

　あけましておめでとうございます。
　朝晩の冷え込みも増して、体調を
崩しやすい時期になってまいりまし
た。皆さんいかがお過ごしでしょう
か。

　内科で外来診療をしていて、「寒くなってきたので朝の
血圧が上がってきた」という話をよく耳にします。その通り、
寒くなると血管も縮こまって血圧は上がる傾向にあるの
ですが、今回は温度の差が体にもたらす悲劇、ヒート
ショックについて少しお話ししたいと思います。
　ヒートショックとは、急激な温度の差によって血圧が大
きく変動したり、血管が収縮したりすることで、心筋梗塞や
脳卒中などの恐ろしい発作を起こすことを言います。朝、
暖かいお布団から寒い外に出たり、寒い脱衣所で裸に
なってから熱い湯船につかったりと、冬場は特に家の中
でも温度の差ができやすく、ヒートショックの危険が増す
時期です。心臓に流れる血管が急速に縮こまれば心筋
梗塞を起こしますし、血圧がカッと上がって脳の血管が
破れてしまえば脳出血になります。とくに高齢者や喫煙
者、高血圧・高脂血症(脂質異常症)・糖尿病などの生活
習慣病を患っている方は、血管がもろくなったり狭くなっ

たりしているためにヒートショック
を起こしやすいとされています。
　これらを予防するためには、
生活環境を整えることが重要で
す。要は温度の差が起きにくい
ようにすればよいので、
◎朝、部屋が暖かくなっているようにタイマーで暖房
をかける。
◎お風呂の温度設定はぬるめにする。
◎入浴は、深夜や早朝などの冷え込む時間帯は避けて
夕方にする。
◎脱衣所をあらかじめ暖房で暖める。
◎ヒートショックを起こしやすい高齢者は、一番風呂を
避ける。(浴室が湯気で暖まり、湯船がほどよくぬるく
なったときに入浴する。)
　以上のような工夫をされることをお勧めします。もちろ
ん、冬場は空気も乾燥する時期ですので、暖房器具の取
り扱いは火事にならないよう気を付けることも大切です。
この寒い時期を健康で乗り切るために、温度の差ができ
にくい環境作りを心掛けましょう！

ヒートショックにご用心！ 小鹿野中央病院　山下 拓斗
気 になるつぶやき

税務課からのお知らせ税務課からのお知らせ

町立病院医師の

■太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告について
　太陽光発電設備を設置した時は、固定資産税の課税の対象となり、償却資産として町へ
申告が必要な場合があります。

■令和2年度償却資産(固定資産税)申告書の提出について
　固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産(事業用
資産)についても課税されます。
　令和2年1月1日現在、町内に償却資産を所有してい
る人は申告が必要ですので、期限までに申告書のご提
出をお願いします。
　なお、新たに事業を開始した人など、申告用紙が必要
な人は、税務課までご連絡ください。

申告期限●1月31日(金)
提出場所●小鹿野庁舎・税務課

平成31年4月1日以後の申告書の提出は源泉徴収票等の添付が不要です平成31年4月1日以後の申告書の提出は源泉徴収票等の添付が不要です
添付が不要となる主な書類
■給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
■上場株式配当等の支払通知書
■特定口座年間取引報告書　など

ご注意ください‼
　税務署や町役場などで確定申告を作成する場合に
は、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちくだ
さい。

スマートフォンでラクラク確定申告スマートフォンでラクラク確定申告
　令和元年分確定申告から(令和2年1月から)は、ス
マートフォン専用画面をご利用いただける人の範囲が
大幅に広がります。
　医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)をはじめ、す
べての所得控除(配偶者控除や扶養控除など)に対応す
るなど、申告がますますカンタン・便利になります。

　なお、ご利用いただくためには、税務署にてＩＤ・パス
ワードの取得が必要です。
※申告者ご本人の運転免許証など、本人確認書類が必
要です。
※手続きは、約5分で終了します。

医療費控除について医療費控除について
　医療費控除は、領収書の提出の代わりに「医療費控除
の明細書」の添付が必要です。「医療費控除の明細書」の
用紙は、小鹿野庁舎・税務課で配布しています。また、国
税庁ホームページからもダウンロードできます。
※医療費の領収書は、自宅で5年間保管する必要があり
ます。

※令和元年分までは、これまでどおり領収書の添付又は
提示によることもできます。
問合せ●ご不明の点につきましては、秩父税務署へお
気軽にお問い合わせください。
秩父税務署☎22-4433(自動音声案内の2番)

給与支払報告書の提出について(事業者の皆さんへ)給与支払報告書の提出について(事業者の皆さんへ)
　令和元年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アル
バイトを含む)を支払った事業者は、金額にかかわらず、
令和2年1月31日（金）までに給与支払報告書の総括表
及び個人別明細書、普通徴収切替理由書兼仕切書(普通
徴収に該当する場合)を提出してください。提出先は、受
給者が令和2年1月1日現在に住所を有する市町村です。

※個人事業主の場合は、総括表に個人番号を記載し、提
出の際に個人番号確認・身元確認ができる書類の提示
が必要です。なお、郵送の場合は個人番号確認・身元確
認書類の写しを同封してください。

たばこは地元で買いましょうたばこは地元で買いましょう
　市町村たばこ税は愛煙家の皆さんがお買い求めになられた小売業者(たば
こ屋さん等)の所在する市区町村の税収となります。
　小鹿野町の平成30年度市町村たばこ税の税収は、63,444,985円で町の
貴重な財源となっています。

問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4124・4125 秩父税務署からのお知らせ秩父税務署からのお知らせ

設置者　　　　  　　太陽光発電設備(全量売電)　　　　　　　 太陽光発電設備(余剰売電)

個人(住宅用）

個人(住宅用以外)

法人

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

余剰売電は事業用資産とはならないた
め、償却資産としての申告は不要です。

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

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

償却資産とは…
　製造や小売、農業などの事業を個人又は会社で
営んでいる人が所有し、その事業のために用いるこ
とができる構築物や機械、運搬具、器具、備品など
の事業用資産をいいます。
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こども医療費・ひとり親家庭等医療費を助成しますこども医療費・ひとり親家庭等医療費を助成しますこども医療費・ひとり親家庭等医療費を助成しますこども医療費・ひとり親家庭等医療費を助成します

　11月16日、17日に開催した歌舞伎・郷土芸能祭と12
月7日、8日に行われた飯田八幡神社例大祭(鉄砲まつり)
では、町内の小・中学校の児童生徒が郷土芸能を演じま
した。
　歌舞伎・郷土芸能祭では、17日に両神小学校(篠田禎生
校長)5・6年生児童34名が柏沢神楽保存会(髙橋佐一
会長)から指導を受けて
柏沢神楽を上演しまし
た。小鹿野中学校(吉岡
章校長)は、2年生の総合
的な学習の時間で歌舞
伎学習班を選択した21
名が、小鹿野歌舞伎保存

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.21

◆小・中学校での郷土芸能伝承◆

会(堀口武治会長)
の指導を受け、「青
砥稿花紅彩画白浪
五人男稲瀬川勢揃
之場」を上演しまし
た。また、小鹿野中
学校は歌舞伎学習
の取組が評価され、10月19日に埼玉県教育委員会から
「埼玉・教育ふれあい賞」を受賞しました。
　鉄砲まつりでは、三田川小学校(熊野勤校長)6年生
12名が総合的な学習の時間として、小鹿野歌舞伎保存
会上飯田部会(新井安行部会長)の指導を受けて、中学
校と同じく「白浪五人男」を上演しました。

　このコーナーでも、小・中学校の取組をたび
たび紹介しておりますが、伝統文化を体験する
場を大勢の地域の皆さんのご協力によって設
けられています。今後も町民の皆さんのご協力
をお願いします。

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

　新年、明けましておめでとうございます！いよいよ今年
は、オリンピックイヤーで、神怡舘のリニューアルオープ
ンの年でもあります。現在リニューアル工事を行ってい
ますが、12月議会で条例の議決をいただき、名称が決定
しました。新たな施設は、「小鹿野町クライミングパーク
神怡舘」となります。神怡舘という名称は、旧埼玉県山西
省友好記念館時代に愛称と
して使われていたもので、地
域の皆さんに馴染みが深い
ということからそのまま使用
させていただきます。

名称が「小鹿野町クライミングパーク
神怡舘」に決定！ 　今春４月の神怡舘オープンに向け、より多くの方にボ

ルダリングの楽しさを体験してもらう目的で、以下の日
程で体験会を行います。有資格者が親切、丁寧に指導し
ます。この機会にぜひ、体験してみませんか！
日時●１月11日(土)、12日(日)、18日(土)、19日(日)、25
日(土)、26日(日)、２月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日
(日)、15日(土)、16日(日)、22日(土)、23日(日)
いずれも13:00～16:00
場所●両神体育館(旧両神中学校体育館)
費用●無料
※運動のできる服装で、体育館シューズをご持参くださ
い。小・中学生は上履きが便利です。
※事前申込は不要ですが、小学生以下の参加は保護者
同伴でお願いします。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課 まちづくり推進室☎26-6581

VOL.7

柏沢神楽を上演する両神小学校児童

白浪五人男を上演する小鹿野中学校生徒

①こども医療費支給制度
　18歳以下のお子さんの医療費の一部を助成していま
す。ただし、生活保護受給者、ひとり親家庭等医療費受給
者、重度心身障害者医療費受給者、児童福祉施設入所者
等に該当の人は除きます。
対象●町内在住の18歳以下の児童
助成期間●児童が満18歳の誕生日を迎えた最初の3月
31日まで
②ひとり親家庭等医療費支給制度
　18歳以下のお子さんを育てているひとり親家庭等の
医療費の一部を助成しています。ただし、保護者又は扶
養義務者に一定の所得がある場合は対象にならない場
合があります。
対象●ひとり親家庭の父子又は母子、両親がいない児童

とその養育者、父又は母に一定の障害のある家庭の母子
又は父子
助成期間●児童が満18歳の誕生日を迎えた最初の3月
31日まで
その他●①②ともに申請内容に変更があった場合は、受
給資格証と印鑑を持って住民生活課　子育て包括支援室
へお越しください。
■加入健康保険の変更があったとき
■町内で転居したとき
■保護者が児童と別居したとき
■保護者又は児童の氏名を変更したとき
■受給資格証を紛失したとき
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

申請をお忘れなく
令和元年度分高校生等通学定期券購入費補助制度
申請をお忘れなく
令和元年度分高校生等通学定期券購入費補助制度
申請をお忘れなく
令和元年度分高校生等通学定期券購入費補助制度
申請をお忘れなく
令和元年度分高校生等通学定期券購入費補助制度
　平成31年4月分からの公共交通機関を利用して通学
する高校生等の皆さんに、「通学定期券」購入費用の一部
を補助しています。
　対象となる交通機関は、小鹿野町営バス、西武観光バ
ス(株)、秩父鉄道(株)及び西武鉄道(株)等が運行する各
路線です。
※高校生等とは、高等学校生、中学校卒専門学校生及び
5年制の高等専門学校生であって学年が3年生までの人
対象●町内に住所がある高校生等又は県立小鹿野高校
に通う生徒で、同種の補助制度がない市町村に住所のあ
る人
補助金額●通学定期券購入費の半額(100円未満切捨
て)とし、月額3,000円を限度とします。

申請●3月31日(火)までに住民生活課 子育て包括支援
室に申請してください。※土・日・祝日を除く。
申請の際に必要なもの
■補助金交付申請書兼請求書
■学生証の写し
■通学定期券の写し(平成31年4月分～令和2年3月分)
■領収書もしくはそれに代わるもの
■印鑑
■通帳など補助金の振込先がわかるもの
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

小鹿野町プレミアム付商品券の購入は2月末までです小鹿野町プレミアム付商品券の購入は2月末までです小鹿野町プレミアム付商品券の購入は2月末までです小鹿野町プレミアム付商品券の購入は2月末までです
　町では、消費税率の10％への引き上げに伴い、プレミ
アム付き商品券を発行しています。
　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。
販売期間●2月28日(金)まで
使用期間●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、昨年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

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、随時、商品券購入引換券を
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9月30日までに生まれ
た子の世帯主の人には、商品券購入引換券をすでに発送
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

鉄砲まつりで白浪五人男を披露する
三田川小学校児童

ボルダリング体験会開催
しん　い   かん
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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‼～

『ほっと子育て　おがニャプリ』母子健康手帳アプリ「母子モ」の名称が決まりました『ほっと子育て　おがニャプリ』母子健康手帳アプリ「母子モ」の名称が決まりました

　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●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)
　ことばがなかなか出ない、発音が気になるなどのことばの発
達について言語聴覚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●1月29日(水)9:40～15:10
場所●児童館　　内容●個別相談
対象●ことばの発達について相談したい就学前のお子さんと
保護者

産後ママのストレッチ教室(予約制)産後ママのストレッチ教室(予約制)
日時●1月15日(水)10:00～11:30
場所●子育て支援センター
内容●肩こり解消ストレッチ、腰のゆがみ引き締め体操の実践、
個別相談等
講師●なごみ整体院　あん摩・マッサージ・指圧師　
　　　鎌田昌子氏
対象●およそ生後5か月までのお子さんがいる母親
※予約制となっておりますので、事前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。各市町を定期的に巡回もしています。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。
※１月１日（祝）、３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。
1月の巡回日＆場所
■1月8日(水)　小鹿野町子育て支援センター
※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。
■1月24日(金)　秩父市子育て支援センター(下郷児童館内)
※長瀞町の巡回日は2月7日(金)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。お友達になりましょう。随時会員を募集していま
す。

子育てサークル
①１/１５㊌、②１/２９㊌
１０：００～１１：３０

１/３０㊍　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。

２/１２㊌
①９：５０～１１：４０　
②１３：００～
③１4：００～

育児相談
相談員：城崎三子先生

対象●就学前のお子さんと保護者＊申込２月３日(月)まで
お子さんの発達や気になることを専門の先生に気軽に相談してみませんか？①遊びの
中で気軽に個別相談（６組)　②、③ゆっくりと個別相談(２組)

事業名　　　　　     　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　対象／内容

●予約なし

乳幼児の大好きな絵本を貸し出します。

月～金曜日 9：00～16：00 トイレトレーニング、しつけ、食事など子育てについて一人で悩んでいませんか？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）

１/１5㊌  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

１/９㊍
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 １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 １/１１、1/１８、1/２５
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 １/１6㊍　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。

１/１４㊋　１４：３０～１５：１０
１４：１５までにお集まりください。おはなし会

キッズサーキット １/２３㊍　10:00～11:30 対象●１歳半以上のお子さんと保護者
講師の先生による親子の楽しい体操やからだを動かすサーキット遊びを行います。

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

毎週金曜日　
A１/１０　B1/１７　C1/２４
D1/３１　
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ふれあい遊び（保育士） D手作りおもちゃ
＊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

１/８㊌、２/５㊌　
９：５０～１１：３０

対象●1歳代のお子さんと保護者

１/２２㊌　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。

２/３㊊　９：４５～１１：３０ 対象●０歳から就園前のお子さんと保護者（２４組）＊定員になり次第申込終了
かわいい鬼のお面作りや豆まき会を楽しみましょう。制作時間①9：45～（12組）②10：15～（12組）豆まき会

１/２１㊋　１０：００～１１：３０
対象●１歳半～３歳までのお子さんと保護者（１０組)
離乳食後から大人と同じ食事が食べられるまでの試食体験（無料）です。スプーンや
フォークが上手に使えるようになるために必要なことは？食事のマナーは？一緒に体験し
ませんか。【持ち物】子ども用エプロン、手拭きタオル、ビニール袋、水筒

幼児食体験

※申込期限に注意してください。１月６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

楽しいこと

いっ
ぱい
あるよ！

子育て支援センター
の活動

　町では「安心して産み育てられるまちづくり」を
重点目標に、子育て中の皆さんが健やかに安心
して子育てできるよう妊娠・出産・子育てを町全
体でサポートしています。
　「母子モ」は、スマートフォン、タブレット端末、
パソコンに対応したサービスで、育児や仕事に忙

しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。
主なサービス　※利用料金はかかりません。
■町が発信する各種制度・サービスの案内
■妊娠期や子どもの健康データの記録・管理
■予防接種の標準接種日の自動表示、接種予定・実施管理、受

け忘れ防止アラート
■妊娠・出産・育児に関する基礎情報やアドバイス
■子どもの成長を写真と一緒に記録できる
育児日記
■健診・教室など町からの子育て情報のお知
らせ
アクセス方法
■アプリ：App Store、Google Playで「母子
モ」と検索
（対応ＯＳ：Android4.2以上、iOS9.0以上）
■Webブラウザ：https://www.mchh.jpにアクセス

一本橋渡れたよ！

キッズサー
キット・巧技

台の

橋の下をく
ぐれた！

親子で花壇にチュー
リップの球根とパン
ジーを植えました。

支援センターで収穫

したさつま芋を使っ

て親子でクッキング。

さつま芋パ
ーティ。

みんなで
おいしく

いただきま
した。
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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。



No.3

　絵本を通して、親子がふれあい楽しい時間をすごすた
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●1月28日(火)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(２歳児)ブックスタート＆チャレンジ(２歳児)
プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)
日時●1月14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・紙芝居・手遊び
キッズ(幼児・小学生)
日時●1月25日(土)10:30～
場所●両神ふるさと総合会館・視聴覚室
内容●絵本・紙芝居・工作

新春将棋大会

日時●1月18日(土)10:30～
場所●小鹿野文化センター・和室
対象●幼児、小学生、親子　※申込不要です。
問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

楽しいおはなしの会

　子育てに参考となる内容が盛沢山です。これからの社会を
生きていく子どもたちをどう育てていったらよいか、みんなで
考えてみませんか。
日時●2月1日(土)13:30～(開場13:00～)
場所●小鹿野文化センター・大会議室
講師●田澤里喜さん(玉川大学准教授・学校法人田澤学園東一
の江幼稚園園長)
内容●子育てにおける家庭の果たす役割等について
定員●100人程度　　費用●無料
対象●町内の保育所(園)・幼稚園・小学校の保護者、家庭教育
に関心のある方
申込＆問合せ●１月６日（月）から２１日（火）までに電話でお申し
込みください。小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063
※お子さんの学校(園)等の担任の先生へお申し込みいただく
こともできます。

家庭教育講演会

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

日時●1月25日(土)13:30～15:00(開場13:00～)
場所●小鹿野文化センター・大会議室
講師●外川清輝さん(彩の国いきがい大学ＯＢ講師)
内容●信長、秀吉、家康の天下統一への考え方を講談調で楽し
く語っていただきます。
定員●50人程度　　費用●無料
申込＆問合せ●直接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

公益財団法人いきいき埼玉共催講座
「おもしろ講談セミナー　戦国武将の処世術」

新着本から今月のおすすめ！！新着本から今月のおすすめ！！

書名●海洋プラスチック汚染 
「プラなし」博士、ごみを語る
（岩波科学ライブラリー288)
著者名●中嶋亮太
出版社●ポプラ社
分類●519ナ
内容●いま、世界中が注目して
いるプラスチックの海洋汚染。な

ぜ海にプラスチックが漏れ出すのか、なぜ海の生き
ものはプラスチックを食べてしまうのかなどをわかり
やすく伝えています。

おはなし会おはなし会

　今年度より実施しました読書感想画コンクールでは、88点の応募がありました。
受賞された皆さんおめでとうございます。

第1回小鹿野町読書感想画コンクール結果発表

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図書館Q&A図書館Q&A

読みたい本がどこにあるか分からない、本が見つからないときはどうすればいいの？

読みたい本が決まっている場合は館内のところどころに貼ってある配置図を参考に探して
みましょう。見つからない場合はカウンターの職員にお声掛けください。本を探すお手伝い
をします。また、図書館ホームページで本を検索できます。書名や著者名以外に
も、本のタイトルの一部分や本に関する言葉などから検索できるフリーワードがあ
ります。フリーワードは「確か○○っていう言葉が入っているタイトルだったなぁ」
や「あの賞を受賞した本だけど」という曖昧な表現でも検索できます。もちろん館
内にも蔵書検索用のパソコンが設置してあります。そちらもご利用ください。
次回は図書館に読みたい本の蔵書がなかったときについてお答えします。

Q

A

■小学生低学年の部 ■小学生高学年の部
最優秀賞

優 秀 賞  

優 良 賞

奨 励 賞

奨 励 賞

髙田 莉暖(三田川小学校1年)　
『ねぇ、ホワイト』
柴﨑 美帆(小鹿野小学校3年) 
『早く元気になってほっぺこちゃんと
一緒に遊ぼうね』
日野原 麻結(小鹿野小学校1年)
『にこにこおかしパーティー』
川田 真里(小鹿野小学校2年)
『きつねの思い出』
高橋 唯奈(長若小学校3年)
『なきむしさきちゃんの成長』

最優秀賞

優 秀 賞  

優 良 賞

奨 励 賞

新井 大成(長若小学校5年)　
『広島におちた原爆』
吉田 有希(三田川小学校4年) 
『怖すぎる!きょうりゅう二匹のナワバリ争い』
北　光輝(長若小学校5年)
『犯行現場』
髙田 琴美(三田川小学校4年)
『学校にいけなくなる女の子』

■中学生の部
優 秀 賞 新井 聖香(小鹿野中学校3年)　

『微音』

読書感想画コンクールとは
　読書によって得た感動を絵画に表現し、児童生徒の読書力・表現力を養うとともに、読書活動の
振興を図ることを目的として、今年度より実施をした事業です。

書名●希望の図書館
著者名●リサ クライン・ランサム
　　　　訳者名/松浦直美
出版社●ポプラ社
分類●K933ク
内容●1964年のアメリカ。アラ
バマからシカゴに引っ越してきた
ラングストンは、だれでも自由に

入れる図書館をみつけ、自分と同じ名前の詩人が書
いた本に惹きつけられます。図書館で読書をする喜び
に出会い、生きる希望を手に入れた少年の物語です。

一般書 児童書

　初心者からベテランまで、みんなで楽しくすべりましょう。
日時●2月8日(土) 集合5:00(小鹿野庁舎)
場所●長野県湯の丸スキー場
定員●40人(申込順)※定員になり次第締め切ります。
対象●原則として秩父郡市内在住在勤の人
※小学生以下の参加は保護者同伴とします。
※中学生、高校生の個人参加は、保護者の同意が必要です。
参加費●大人5,000円、子ども(小学生以下)3,500円
※参加費にはバス代、保険代を含みますが、道具レンタル代、リ
フト券代は個人負担となります。
申込＆問合せ●1月6日(月)から20日(月)までに、参加費を添え
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

町民スキー教室

今回は本の探し方についてです

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　

1日(祝)～4日(土)、6日(月)、14日(火)、20日(月)、27日(月)
1日(祝)～5日(日)、11日(土)～13日(祝)、18日(土)、19日(日)、
25日(土)、26日(日)

1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●１月20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●①1月14日(火)、28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

結婚相談
▶問合せ／中央公民館 ☎75-0063

日時●1月8日(水)18:00～20:00
相談員●近藤須美子さん
　　　　髙橋　聡さん
　　　　守屋恒男さん
場所●小鹿野文化センター
※電話相談もご利用ください。

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●1月14日(火)13:30～
相談員／臨床心理士
日時●2月28日(金)14:00～
■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●2月19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●1月30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●1月16日(木)13:00～16:00
相談員●臨床心理士
場所●保健福祉センター
申込●前日までに予約をしてくださ
い。予約のない場合は、中止となりま
すのでご了承ください。
※ご家族などご本人以外の相談も可
能です。
※秘密は守りますので、安心してご相
談ください。人権相談

▶問合せ／総務課 ☎75-1221

　「自分の悩みは人権侵害かも？」と
思ったら、一人で悩まず、気軽にご相
談ください。
■隔月(偶数月)実施
日時●2月19日(水)10:00～12:00
相談員●岩田明子さん
　　　　横田岩雄さん　
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 期日

1月1日

2日

3日

5日

12日

13日

19日

26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

皆野町

阿保町

小鹿野町
本町
長瀞町
小鹿野町
山田
小鹿野町
山田
東町

阿保町

小鹿野町
横瀬町
小鹿野町
本町

☎62-0039

☎23-1300

☎75-2332
☎25-2711
☎66-2038
☎75-2332
☎21-7270
☎75-2332
☎22-3315
☎22-0270

☎23-1300

☎75-2332
☎23-3311
☎75-2332
☎25-2711

金子医院(内)
秩父生協病院(内・小)
※小児科は午前のみ
小鹿野中央病院(内)
あらいクリニック(小・内)
南須原医院(内・外)
小鹿野中央病院(内)
金子クリニック(内・消内)
小鹿野中央病院(内)
水野医院(内)
健生堂医院(内・外)
秩父生協病院(内・小)
※小児科は午前のみ
小鹿野中央病院(内)
荻原医院(内・外)
小鹿野中央病院(内)
あらいクリニック(小・内)

診療時間／8:30～翌日の8:30

皆野町
  
桜木町

和泉町
  
桜木町

和泉町

皆野町

桜木町

皆野町

☎62-6300
    
☎23-0611

☎22-3022

☎23-0611

☎22-3022

☎62-6300

☎23-0611

☎62-6300

皆野病院
      
秩父市立病院

秩父病院
      
秩父市立病院

秩父病院

皆野病院

秩父市立病院

皆野病院

1月1日

2日

3日

5日

12日

13日

19日

26日

1月1日

2日

3日

5日

12日

13日

19日

26日

※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

1月1日
2日
3日
12日
13日

上町
大野原
上影森
野坂町
大野原

☎22-0594
☎24-4184
☎21-1881
☎24-4182
☎24-9669

上町吉田歯科医院
内田歯科医院
倉林歯科クリニック
並木歯科医院
萩原歯科医院

※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

1月4日、11日
18日
25日

期日 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

■平日夜間小児初期救急対応
曜日 医療機関 電話

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611

あらいクリニック
秩父病院 
秩父市立病院 

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

月
水

火・木・金

期日 医療機関 所在地 電話

期日

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

●ＮＴＴプッシュ回線、ひかり電話、携帯電話の場合
　☎＃７１１９ (シャープ7119番)
●ダイヤル回線、ＩＰ電話、ＰＨＳの場合
　☎０４８-８２４-４１９９

■埼玉県精神科救急情報センター
　夜間・休日において、精神疾患を有する人や、そのご
家族などからの緊急的な精神医療相談を電話で受け
付けています。

☎０４８-７２３-８６９９
受付　平日(月～金)／17:００～翌日8:30
　　　土・日・祝日／8:30～翌日8:30
■小鹿野町いつでも健康相談
　心と体のさまざまな相談に24時間体制で医師や専
門スタッフがお答えします。

☎０１２０-５５４-２４５
※小鹿野町民のみ利用できます。

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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秩父三十四所
観音霊場
『かいげん巡行』
11/24
(般若：法性寺)

光珠院紅葉祭（火渡り行事）
11/24(飯田)

年末年始特別警戒
小鹿野警察署出発式
11/29

第43回
町民三道大会

小鹿野中学生もみじを植樹
12/7(小鹿野：四季の道 展望台付近)

幼年の部　 　  加藤　帆
小学1年の部　 新井暖大
小学2年の部 　門平遙基
小学3年の部 　齋藤怜音奈
小学4年の部　 冨山　逞

小学5年の部　 　 新井空良
中学生男子の部　 冨山　樹
中学生女子の部　 齋藤琉香
一般の部　　　　 黒澤与輝

柔道の部(10/27)　優勝

【団体戦】(=写真)
高校男子の部　 秩父高校Ａチーム (家内武蔵・茂木滉人・島嵜孝孔)
高校女子の部　 秩父農工科学高校Ａチーム(島田志季穂・守屋留衣・内田藍菜)
一般の部　　　小鹿野町弓道会Ａチーム(小林敏彦・嶋田みゆき・長谷川秀雄)

【個人戦】
高校男子の部　 家内武蔵(秩父高校)
高校女子の部　 守屋留衣(秩父農工科学高校)
一般の部　　　 小林敏彦

弓道の部(11/10)　優勝

小学生基本の部　　　島﨑瑞貴
小学校低学年の部　　中川智崇
小学校高学年の部　　新井大成
中学生男子の部　　　長谷川哲平
中学生女子の部　　　齋藤　樹
高校・一般男子の部　  及川健一

剣道の部(10/27)　優勝

第43回小鹿野町卓球大会　11/24
【団体戦優勝】
一般男子の部　鹿卓ＮＫＷ(中川雄司・小池由紘・若林利樹)
一般女子の部　鹿卓レディース(犬木恵子・茂木登美江・藤田友佳里)
中学生の部　　鹿中鬼殺隊(丸山小葉・南　真央・清水優衣・小菅実来)
【個人戦優勝】
一般男子の部　藤田　峻
一般女子の部　引間綾香
中学生の部　　南　真央
小学生の部　　及川　星

【ミックスダブルス優勝】
藤田　峻・南　真央

第43回小鹿野町バドミントン大会　11/24
一部優勝　黒澤俊彦・三上　博
二部優勝　佐藤和輝・髙野恵里子

飯田八幡神社例大祭(鉄砲まつり)
(＝表紙関連)　12/7、8

観音様を背負って全三十四札所寺院を巡礼し、開眼法要を行って
います。(昨年5月の改元に合わせ全9回の日程で開催中)

かいげん

かいげん

西秩父ライオンズクラブの指導を
受けながら35本のもみじの苗木を
植樹しました。

◀警察警備犬の訓練を披露

フォトニュース 広報 おがの
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ご存じですか？地域の身近な相談相手民生委員・児童委員ご存じですか？地域の身近な相談相手民生委員・児童委員
　少子化や核家族化によって地域のつながりが薄れる中、
高齢者や障がいのある人、子育てや介護をしている人な
どが、周囲に相談できず孤立してしまうケースが増えて
います。そこで、地域の身近な相談相手として、必要な支
援を行うのが「民生委員・児童委員」の存在です。誰もが
安心して暮らせる地域づくりのために、様々な活動をして
いる「民生委員・児童委員」についてぜひ知っていただき、
活動へのご理解とご協力をお願いします。

どんな活動をしているの？
▶地域の見守りや相談・支援、地域福祉活動などを行っ
ています。
　民生委員・児童委員は、地域の実情に合わせて福祉に
関する幅広い活動を行っています。また、民生委員・児童
委員の中から厚生労働大臣に指名されて、児童福祉に関
する事項を専門に担当する主任児童委員がいます。　　
　民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域の皆さんと
同じ立場で相談にのり、必要であれば福祉制度や子育て
支援サービスを受けられるように関係機関へつなぐ役割
を果たします。

小鹿野12-1、12-2区(腰之根地区) 祭り衣装等を新調小鹿野12-1、12-2区(腰之根地区) 祭り衣装等を新調
　毎年４月の第３土曜とその前日に行われる「小鹿野春まつり」
では、歴史ある町並みの中を華やかな衣装の役人達が力いっぱ
い掛け声を張り上げ、迫力のある秩父屋台囃子とともに笠鉾・
屋台を曳行しています。
　近年、小鹿野12-1、12-2区(腰之根地区)では、祭りの華であ
る役人の衣装が老朽化してきたことから、新たに衣装を新調し
たいとの声が上がっていました。
　こうしたことから、同区では、(一財)自治総合センターの宝く
じ助成事業を受けて、拍子木、反木、金棒、上乗りなど役人の祭
り衣装や衣装を保管する桐箱及び音響機器を新調しました。
　今春は、これらの祭り衣装を身にまとい、最良の環境の中で
伝統文化の継承を図るとともに、より幅広い世代間の交流を積
極的に推進し、地域住民間のコミュニティ意識の高揚と連携を
図ろうと住民一同張り切っています。
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町から表彰状を贈りました町から表彰状を贈りました
　小鹿野町教育委員会
委員として長年ご尽力い
ただいた、下小鹿野の朝
比奈玲子さんへ町から
表彰状を贈りました。
　朝比奈さんは、在職期
間14年もの多年にわた
り、教育推進のために尽
くされました。

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
　11月小鹿野町議会臨
時会において議会の同
意を得て、小鹿野の近藤
正さんを令和元年11月
11日付けで小鹿野町教
育委員会委員に任命しま
した。

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

(一財)自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として
受託事業収入を財源にコミュニティ助成事業を実施しています。

民生委員・児童委員のマーク
　幸せのシンボルである四つ葉のクローバーの
中に、民生委員の「み」の文字と児童委員を示す
双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかた
どって、愛情と奉仕を表します。

民生委員・児童委員の皆さんを紹介します(敬称略)民生委員・児童委員の皆さんを紹介します(敬称略) 任期●令和元年12月1日～令和4年11月30日
■小鹿野地区(15人)

1区・2区(泉田一部)
2区(泉田一部除く)
3区
4区・5区・6-1区
6-2区・7区
8区(南)
8区(北)
9区
10区(北)
10区(南)
11区(南)
11区(北)
12-1区・12-2区
13区
14-1区・14-2区・15区

田嶋 瑞子
小　 美枝子
小澤 哲男　
日野原 君雄
林 花子
磯田 清子
新井 幸子
太田 雅子
島崎 白帆
五十嵐 のり子
坂本 憲子
新井 和子
加藤 みどり
丸山 シズエ
笠𠩤 修一

区名 氏名
■三田川地区(8人)

1-1区・1-2区(滝原団地除く)
1-2区(滝原団地)・2区(栗尾)
2区(岩殿沢)・3区
4区・5区
6区・7-1区・7-2区
8区・9区
10区・11区(大諸・小金平)
11区(林・尾の内)・12区

柴﨑 和子
落合 時雄
近藤 ちよ子
谷所 良三
黒沢 光子
黒沢 清一
山口 繁
南 寅松

区名 氏名

■長若地区(4人)

1区・2区・3区
4区・5区・6区
7区・8区・9区・10区
11区・12区・13区・14区

豊田 利夫
井上 豊
豊田 明生
黒澤 茂雄

区名 氏名

■倉尾地区(4人)

1区・2区
3区・4区
5区・6区
7区・8区

栁原 文雄
酒井 和三
新井 幸男
浅香 美晴

区名 氏名

■両神地区(13人)

1区
2区
3区
4区
5区
6区
7区
8区
9区
10区
11区
12区
13区

黒田 賢一郎
金井 アイ子
大野 覺
出浦 厚子
戸口 知子
多比良 キヨ子
黒沢 副男
黒沢 岩男
林 公子
町田 広志
黒沢 邦男
作田 初夫
黒沢 啓子

区名 氏名

■主任児童委員(3人)

町内全域
　木 延子
根岸 くに子
髙橋 慶子

担当区域 氏名

問
合
せ
●
保
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タ
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課
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※
ご
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族
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専
用
電
話
番
号
☎（
79
）1
7
6
1

１１月

10月

2日
2日
2日
3日
3日
5日
9日
9日
9日
10日
14日
16日
21日
21日

伊豆沢
両神薄
両神薄
両神薄
両神薄
小鹿野
両神小森
藤倉
伊豆沢
下小鹿野
河原沢
両神薄
下小鹿野
両神小森

両神薄
１０月
31日 山中 翔斗（満）

かなと

小鹿野
小鹿野

１１月
18日
20日

須藤　琉（顕大）
山中 玲輝（清貴）

  るい

 りく

ご出産おめでとうございます。
《１１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。
《１１月中の同意書届出・敬称略》

１１日 両神薄髙橋 徹幸（８０）

祝 悼

雪

簡単な手話を覚えましょう【第16回】簡単な手話を覚えましょう【第16回】

腰之根収穫感謝祭腰之根収穫感謝祭

口を開き、歯を指差した右手
人差指の指先を左方に振る。

両手２指の輪をひらひらさせ
ながら上から下へ下ろす。

令和元年度秩父税務署管内国税モニター会主催

税に関する中学生の標語
受賞作品(小鹿野町受賞者)

令和元年度秩父税務署管内国税モニター会主催

税に関する中学生の標語
受賞作品(小鹿野町受賞者)

受賞 おめでとうございます受賞 おめでとうございます

令和元年度少年剣道教育奨励賞　小鹿野剣友会
　11月3日に小鹿野剣友会(会長 日野原 進さん)が、令和
元年度少年剣道教育奨励賞を受賞されました。
　少年剣道教育奨励賞とは、少年剣道の指導面で、大会な
どの成績とは関係なく、草の根的に活動を続けて剣道の底
辺を支えている団体等に対し、全日本剣道連盟から贈られる
ものです。小鹿野剣友会の長年にわたる青少年健全育成の
取組が高く評価され、今回の受賞となりました。

埼玉県知事表彰　浅見俊一さん
　11月14日に埼玉会館で開催された県民の日記念式典において、元小鹿野町
議会議員の浅見俊一さんが、埼玉県知事から地方自治功労者として表彰されま
した。
　浅見さんは、昭和63年11月から平成16年10月までの4期16年間、広く民意
の反映を図りながら多年の経験を活かし、小鹿野町の発展伸長にご尽力されま
した。
　この間、小鹿野町議会文化厚生常任委員会委員長、小鹿野町議会副議長等
の要職を歴任するとともに、平成11年11月に小鹿野町議会議長に就任され、円
滑な議会運営と地域の発展及び住民福祉の向上に多大な貢献をされました。

シラコバト賞　受賞
ウエルカムライダーズおがの
　１１月１４日に町内外のオートバイ愛好者等で構成されている
ウエルカムライダーズおがの(代表  吉田　朗さん＝写真中央)
が、埼玉県からシラコバト賞を受賞されました。
　同団体は、ライディングレッスンや街頭キャンペーンによる交
通安全活動のほか、町内外から来訪するオートバイライダーと
地元の交流促進を目的にした小鹿野ライダー宿や、東京モー
ターサイクルショーのブース出展における町のＰＲ活動などを行っています。
　小鹿野町の経済・コミュニティの発展に貢献している多くの活動が評価され、今回の受賞となりました。

令和元年度埼玉農業大賞　地域貢献部門優秀賞
守屋善雄さん
　11月16日、草加市で行われた彩の国食と農林業ドリームフェスタにおいて、
般若の守屋善雄さんが令和元年度埼玉農業大賞地域貢献部門優秀賞を受賞
されました。
　埼玉農業大賞は、革新的な農業経営や、新規性、独創性のある技術を持ち今
後大きく飛躍が見込まれる農業者、又は地域農業の振興や活性化に優れた功
績を上げた農業者に埼玉県知事から贈られるものです。
　守屋さんの長年にわたる秩父きゅうり栽培の取組と新規就農者育成が高く
評価され、今回の受賞となりました。

出浦アイ子（９３)
黒沢 　譽（９４)
坂本 知子（８４)
鈴木 郁夫（６２)
坂本　武（９１)
千隝喜美子（９９)
黒澤 ツナ（９１）
町田 正男（６６）
出浦 和治（８３）
齊藤　り惠（８６）
強矢 ウメ（９０）
加藤 定一（７７）
原　信良（７８）
田島ヲキナ（９０）

法務大臣表彰
保護司  久保　勲さん
　11月19日に戸田市文化会館で開催された更生保護制度70周年記
念・第66回埼玉県更生保護大会において、両神薄の久保　勲さんが法
務大臣表彰を受賞されました。
　久保さんは、保護司として21年10カ月の長きにわたり、罪を犯した
人々の改善更生と犯罪の予防活動等に鋭意取り組み、社会福祉の向上
に貢献してきた功績が認められ、今回の受賞となりました。

　10月27日に腰之根地区で
収穫感謝祭が行われました。
収穫した野菜等を持ち寄って
始まったこのイベントも今年
で6回目を数えます。子ども
から大人まで大勢の皆さん
が参加し、いも煮や焼きそば、
餅つき、クイズ大会、花火大会、消防団イベントなど賑やかに行
われました。

■小鹿野町長賞
小鹿野中学校1年　大谷心菜さん
『よく知ろう　税のしくみと　使い方』
■小鹿野町教育長賞
小鹿野中学校2年　宮本大輝さん
『消費税　僕にもできる　人助け』

広報 おがの みんなの広場 みんなの広場 広報 おがの
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日時●1月28日(火)13:00～13:50
場所●児童館
該当児●【1歳6か月児】平成30年6月～7月生まれ
　　　　【2歳児】平成29年12月～平成30年1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

■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●①1月8日(水)、15日(水)14:00～15:00
　　　②1月9日(木)、16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●1月17日(金)、23日(木)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●1月22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、気軽にお問い合わせのうえ、ご参加ください。
日時●1月17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。認知症に関する相談
も受けられます。
日時●1月14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」

ヒートショックを防ごう
急激な温度変化に注意を！！
ヒートショックを防ごう
急激な温度変化に注意を！！

高齢者のインフルエンザ
予防接種はお済ですか
高齢者のインフルエンザ
予防接種はお済ですか
　接種期間は1月31日(金)までです。インフルエン
ザ予防接種は、高齢者の発病予防や特に重症化予防
に有効であることが確認されています。予防接種を
受けてから免疫力がつくまでに2週間程度かかり、そ
の有効期間は5カ月間ほどとされています。より効果
的に有効性を高めるためには、インフルエンザ流行
前、早めに予防接種を受けておくことが必要です。接
種を検討されている人は、接種期間を守って接種し
てください。
対象●65歳以上の高齢者又は60歳～64歳までで、
心臓・腎臓・呼吸器等に重い障害のある人(内部疾患
の身体障害者手帳1級に該当する人)
接種場所●契約医療機関
費用●自己負担金1,200円
申込●各医療機関へ直接お申し込みください。

交換を忘れていませんか？
お手元のマイレージカード(ピンク)
をご確認ください

交換を忘れていませんか？
お手元のマイレージカード(ピンク)
をご確認ください
　交換期限は令和2年3月31日(火)までですのでお
早めにポイントの交換をしましょう。
条件●必須ポイント4点(カードの左上)が必ず必要
です。
交換方法●保健課窓口へお持ちください。
※カードは1人1枚、1回のみの交換です。カードを複
数枚持っている場合は、すべてお持ちください。

献血のお知らせ献血のお知らせ
日時●1月24日(金)
　　　10:00～12:00　
　　　13:15～15:30
場所●小鹿野文化センター
※献血カードをお持ちの人はご持参ください
お願い●400mL採血の基準を満たしている人は、ぜ
ひ400mL献血のご協力をお願いします。200mL献
血については、必要量が集まり次第終了とさせてい
ただく場合がありますので、ご了承ください。

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(火)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（昨年5月に郵送し
た個別通知をご確認ください)

Hm4

健康教室・健康診査コーナー 申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

　認知症の人を介護する家族が集まり、悩みや気持ちを話した
り皆で支えあう会です。
日時●１月21日(火)10:00～12:00
場所●児童館
対象●認知症の人を介護する家族

Hm1

Hm1

Hm1

■ヘルスアップ教室～体組成・骨密度測定～（予約制）
　あなたの筋肉や脂肪と骨の強さを調べて、健康を意識した
運動や食事について実践するきっかけにしてみませんか？
日時●1月27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●1月27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●1月14日(火)、28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

Hm1

認知症家族会

　音楽で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●1月16日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター・視聴覚室　　
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)
※1月の開放日は、7日、8日、9日、14日、15日、16日、21日、
22日、23日、28日、29日、30日 (9日、16日は運動教室有）

　ヒートショックは、暖かい場所から寒い場所へと移動
する時、急激な温度変化が体に大きな負担を与えてし
まうことをいいます。室温の変化によって血圧が大き
く変動し、脳内出血や大動脈解離、心筋梗塞、脳梗塞な
どの病気を引き起こします。持病がない健康な人にも
起こります。
　暖房のきいた部屋から廊下・トイレへの移動時、朝に
布団から出る際、脱衣室から浴室・浴槽への移動時な
ど温度差が10℃以上ある場合に起こる危険がありま
す。暖房器具の活用や衣服の調整により、急激な温度
変化に注意してヒートショックを防ぎましょう。
　また、冬場は入浴中の事故件数が多くなります。入
浴中の意識消失による転倒、浴槽内での溺死なども多
く報告されているため、冬場の入浴には特に注意が必
要です。

ヘルスアップ事業おがの

入浴中のヒートショックを予防しましょう！
　脱衣室の温度が10℃、浴槽のお湯が42℃とすると、
その温度差は32℃です。温度差をなくす環境づくりが
大切です。
■脱衣室を暖房器具で暖めておく
■浴槽につかる前にかけ湯をする
■入浴前後に水分補給を行う
■シャワーで湯はり、浴槽のフタを開けて浴室を暖める
■入浴時間を１０分以内にする
■お湯の温度は４１℃以下にする
※体調が悪い時や飲酒後、食後
すぐ、精神安定剤・睡眠薬などの
服用後、気温が低い早朝・深夜は
入浴を控えましょう！

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

※問合せの表記がない記事はこちらが連絡先です。



ウマとのふれあいコーナー
日時　1月12日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　特設会場
費用　無料　※申込不要
みどりの村冬の山歩き(ずばり野

鳥観察ですツアー)
日時　1月26日(日)10:00～13:00
場所　みどりの村　子供の広場
費用　無料　定員　20人(抽選)
締切　1月10日(金)必着
プリザーブドフラワー・ハーバリウ

ム教室
日時　2月16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)
※剪定はさみを持参ください。
締切　1月31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小鹿野町下小鹿町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
みそ作り体験

日時　2月23日(祝)10:00～13:00
内容　県産大豆を使用した「みそ」作
り体験
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴）
費用　2,000円(昼食付き)
定員　10人(申込順)
締切　2月16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/̃furemori/

彩の国ふれあいの森のイベント

　「劇団いきあい」は「ちちぶ版地域
包括ケアシステム(愛称、ちちぶいき
あいシステム)」が生んだ、医療福祉
等の多職種メンバーによる素人劇団
です。誰もが人生の最期まで住み慣
れたこの地域で暮らし続けられるよ
うな地域づくりの取組を分かりやす
くお伝えするよう活動し、これまでに
5作を上演してきました。
　今回は、あなたの尊厳ある人生の
最期を自分らしく終う(しまう)ために
はどうしたらいいのかを一緒に考え
るため、専門職がそれぞれの立場で
どのように支えていけるのかを紹介
する内容で、単独公演を行ないます。
(入場無料)
日時　1月19日(日)14:00～15:30
(開場13:30～)
場所　秩父宮記念市民会館・フォレスタ
内容　劇中では「緩和ケア」や「医療
用の麻薬」についての講義や解説も
あり、皆さんに正しい知識をお知らせ
する内容となっています。

問合　秩父市立病院・地域医療連携
室☎25-5013(土・日・祝除く)

秩父の冬を満喫！「メープルパン
ケーキでティータイム・バードウオッ
チング・三十槌氷柱見学・ずりあげう
どん作り」
日時　１月18日(土)9:30～19日(日)
14:30(1泊2日)
場所　秩父ミューズパークスポーツ
の森駐車場集合
対象　幼児、小・中学生とその家族
30人(申込順)
費用　4,500円程度
スターウォッチング

日時　1月18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
あしがくぼの氷柱  いちご狩りハイク

日時　1月23日(木)9:50～14:00
場所　西武鉄道「芦ヶ久保駅」集合
内容　芦ヶ久保の氷柱見学、農園で
のイチゴ狩り体験等
対象　一般20人(申込順)
費用　3,300円程度(いちご狩り・食
事代含む)

大滝げんきプラザのイベント

　東京2020埼玉県聖火リレー実行
委員会は、パラリンピック聖火ラン
ナーを募集中です。「ぜひとも、埼玉
県を走りたい」という皆さんの応募を
お待ちしています
募集期限　2月15日(土)まで
募集人数　29人
応募要件　平成20年4月1日以前に
生まれた人(令和2年8月1日時点で
18歳未満の人は保護者の同意が必
要)、埼玉県にゆかりがある人、自分
の意思で火を安全に運ぶことができ
る人(国籍・性別・障がいの有無は問
いません。介添えスタッフのサポート
は必要に応じて可能です。)
申込＆問合　埼玉県ホームページの
応募フォームに必要事項を入力して
応募してください。
埼玉県聖火ランナー募集コールセン
ター☎048-825-1130
(9:00～18:00)
※土・日・祝日及び12月
28日～1月5日は除く。

　ちちぶオペラの出演者たちが、
ワークショップ形式のコンサートでオ
ペラの楽しさを伝えます。
日時　2月23日(祝)14:00～(開場
13:30～)
場所　秩父宮記念市民会館・大ホー
ルフォレスタ
出演　歌：薗田真木子、富田駿愛ほか、
歌とお話し：高橋　薫、ピアノ：鈴木啓三
入場料　中学生まで500円、高校生
以上1,000円 ※4歳以下無料

問合　民芸茶房木亭☎22-4388
ちちぶオペラ(新井)☎090-3331-3297

「里の山しごと」体験イベント～冬編～
　山の中には持続可能な暮らしがあ
ります。薪割・腐葉土作り・樹液の仕掛
け・きこりしごとを体験しませんか。里
山案内人と一緒に冬の山の散策もし
ます。
日時　1月19日(日)10:00～15:00
※悪天候の時は1月26日(日)に延期
場所　ムクゲ自然公園
参加費　大人2,000円、中学生1,000
円、小学生500円、就学前児無料
※昼食代込み、子どものみの参加は不可
申込＆問合　事前の予約が必要で
す。NPO法人和の里みや
☎62-1688

特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ
　令和元年10月1日から埼玉県最低
賃金は、時間額926円(引上げ額28
円)となりました。埼玉県最低賃金は、
埼玉県内の事業所で働く全ての労働
者に適用されます。
　さらに同年12月1日から5業種の
特定(産業別)最低賃金の時間額が、
非鉄金属製造業は944円、電子部品
等製造業は951円、輸送用機械器具
製造業は961円、光学機械器具等製
造業は959円、自動車小売業は957
円となりました。
問合　埼玉労働局労働基準部賃金室
☎048-600-6205
秩父労働基準監督署☎22-3725

国民宿舎両神荘休館のお知らせ
　国民宿舎両神荘は、下記の期間中
全館休館とさせていただきます。ご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いします。なお、休館期間中
も、電話予約(8:00～17:00）とレン
タサイクル貸出(9:00～17:00）は受
け付けています。
休館期間　1月8日(水)10:00～11
日(土)11:30
問合　国民宿舎両神荘☎79-1221

1月10日は「110番の日」です
　110番は、犯罪や事故に遭ったと
き、また目撃したときに使う緊急通報
専用電話です。
　平成30年中は、110番の全体の約
2割が緊急性のない各種照会・間違
い・いたずらでした。対応が遅れる原
因となるため、110番の適正な利用
にご協力をお願いします。
　相談や手続きのお問い合わせなど
は、警察相談専用電話「＃9110」
(＃9110が利用できない電話機から
は048-822-9110)もしくは最寄り
の警察署までお問い合わせください。
いち早く 　 いそがず慌てず 　
冷静に   悩むよりかけて安心＃9110
問合　小鹿野警察署地域課

子どものオペラ教室
「オペラのできるまで！」

日時　2月7日(金)18:30～
場所　秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム(入場無料)
定員　50人
問合　秩父地域労働者福祉協議会
☎22-1847(月・水・金曜日のみ)

文化講演会「あなたの老後は大丈夫？
今から始める賢いライフプラン」

　1年間の集大成であり、3年生に
とっては高校生活の締めくくりとなる
公演です。今年で40回を数え、これ
ほど長く自主公演を継続している演
劇部は、全国でも他に例がありませ
ん。どうぞお楽しみください。
日時　2月9日(日)
【昼の部】11:00～(開場10:30～)
【夜の部】16:30～(開場16:00～)
場所　秩父宮記念市民会館
演目　時をかける少女(筒井康隆／
原作、コイケユタカ／脚色)、群青フェ
イク(コイケユタカ／作)
入場料　前売り及び電話予約500円、
当日700円
問合　秩父農工科学高等学校演劇
部☎22-3017
※夜間の場合☎24-0889(小池まで)

秩父農工科学高等学校演劇部
第40回自主公演

　「遺産分割協議したいけど、父が認
供子つ持をいが障的知「」・・・で症知

の将来が心配」などのお悩みはあり
ませんか？
　講演会又は相談会のみの参加も
可能です。参加費、相談費も無料です。
　ぜひ、ご来場ご利用ください。
期日　1月18日(土)
場所　熊谷市立商工会館
【講演会】
時間　9:30～10:45
内容　成年後見及び相続について
【面談相談】※要予約
時間　11:00～16:00
予約電話　☎048-863-7861
予約締切　1月16日(木)17:00まで
【電話相談】※予約不要
時間　11:00～16:00
相談電話　☎048-872-8055(当日のみ)
問合　埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

高齢者・障がい者のための
成年後見無料相談会・講演会

日時　2月5日(水)14:00～16:00
(受付13:30～15:30)
場所　秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム
対象　令和2年3月に大学・短大・専
門学校(既卒3年以内含む)及び高等
学校卒業予定者、秩父郡市内での就
職を希望する一般求職者
参加企業　49社
持ち物　履歴書(なくても参加可)
問合　ハローワーク秩父求人係
☎22-3215

秩父で働きたいあなたを応援します!
合同就職面接会

劇団いきあい公演
「地域包括ケアシステムが支える
ある地域の物語～緩和ケア編～」

イベント

募  集

案  内

　令和2年4月1日より正規雇用労働
者と非正規雇用労働者の間の不合理
な待遇差が禁止されます。ご相談は
次の窓口へ。
パート・有期雇用労働者の均等・均

衡待遇に係る特別相談窓口
埼玉労働局雇用環境・均等室内
☎048-600-6210
派遣労働者の均等・均衡待遇に係

る特別相談窓口
埼玉労働局職業安定部需給調整事
業課内☎048-600-6211

パートタイム・有期雇用労働、
派遣労働特別相談窓口の開設

申込&問合　いずれのイベントも1月
5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

パラリンピック聖火ランナー募集

日時　2月25日(火)、3月3日(火)、
10日(火)、17日(火)　いずれも
10:00～15:00
対象　秩父の地酒類について学びた
い人(成人に限ります。)
費用　3,800円 　定員　20人(抽選)
※酒類を扱いますので自家用車利用
の受講はご遠慮ください。
申込＆問合　1月8日(水)から31日
(金)までにメール、往復はがき、FAX

秩父地酒コンシェルジュ養成講座
(導入編)参加者募集

のいずれかでお申し込みください。
〒368-0035　秩父市上町3-21-7
熊谷高等技術専門校秩父分校
☎22-1948　FAX21-1035
メール　t2219481@pref.saitama.lg.jp
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