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1月1日現在　【世帯数】4,688世帯
　　　　　　【総人口】11,459人【男性】5,688人【女性】5,771人
12月中の異動　出生2人/死亡14人/転入13人/転出29人
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2020（令和2年）NO.173 広報おがの／令和2年2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2年1月15日現在）
貯水位　327.98ｍ
貯水量　10,238,900㎥
貯水率　99.9％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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3月2日（月）までに
納めてください。

固定資産税　　　第4期
国民健康保険税　第8期
介護保険料 　　第8期

今月の納税今月の納税
小 鹿 野 町小 鹿 野 町

▲よちよち
■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(計測)
▲よちよち
■ステップ体操

▲1日開放

文殊様・的矢の神事
（伊豆沢）

出原の天気占い（両神薄）

▲開放
▲おはなし会(午後)
■開放日

▲1日開放

▲開放
■郷土料理ボランティア
■ヘルスアップ教室

▲開放

▲開放

▲豆まき会
●子育てこころの
　相談

▲1日開放

▲開放
◎認知症相談日
◎ひきこもり相談
■開放日・講習会

▲開放
オレンジカフェ笑顔
●ちびっこサロン
◎こころの悩み
　何でも相談
■開放日・講習会

▲キッズサーキット
◆バンビちゃんの会
■開放日

★図書館休館日

★図書館休館日

◆映画会

◆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
●バランスボール教室
■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)
▲てくてくじゃんぷ
■ステップ体操

▲1日開放

▲1日開放

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

小鹿野文化祭
(文芸・美術展～3月8日/
小鹿野総合センター)

◆小鹿野文化祭
　(～8日)
　（生花展・映画会）

▲育児相談
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

天皇誕生日

春季全国火災
予防運動

振替休日

ひな祭り 啓蟄

建国記念の日

雨水

消防記念日

節分 立春 北方領土の日

▲親子のびのび体操
●乳児健診・BCG
■郷土料理教室
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲発育測定・誕生会
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲すくすく
　(ふれあい遊び)
▲開放
■ステップ体操
●5歳児健診

18
▲子育てサークル
■体組成測定
■開放日

▲すくすく(赤ちゃん
　とのかかわり方)
▲開放
お茶会･交流会
(長寿ハウス)
■ステップ体操
●バランスボール教室
★図書館休館日

▲子育てサークル
▲子育て相談
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲子育てサークル
■開放日

▲ひなまつり会
■開放日

▲1日開放
★親子郷土料理教室
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★両神ふるさと総合
　会館休館日

税の申告が始まります
information
子育て支援
学校教育だより
図書館・生涯学習
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成人者代表のことば（抜粋）

新成人
1分の主張
大会

小鹿野・倉尾地区

　1月12日に、令和2年小鹿野町成人式が行われ、華やかな振袖やスーツ、紋付き袴に
身を包んだ新成人126人(出席者105人)が、新たな門出を迎えました。
　新成人たちは、久しぶりに顔を合わせた友人との会話や写真撮影を楽しむなど、終始
笑顔に包まれた温かな雰囲気の中、それぞれが描く未来に向かって歩み始めました。

　1月12日に、令和2年小鹿野町成人式が行われ、華やかな振袖やスーツ、紋付き袴に
身を包んだ新成人126人(出席者105人)が、新たな門出を迎えました。
　新成人たちは、久しぶりに顔を合わせた友人との会話や写真撮影を楽しむなど、終始
笑顔に包まれた温かな雰囲気の中、それぞれが描く未来に向かって歩み始めました。

　『感謝の気持ちを忘れ
ずに、人を思いやり優し
く、たくましく生きていく
事を誓います。』と力強い
言葉をいただきました。

新成人 
フォトギャラリー
新成人 
フォトギャラリー

新成人が生まれた年 （1999年4月～2000年3月）

新たな決意と自覚を胸に  大人としての第一歩

小鹿野町成人式
新たな決意と自覚を胸に  大人としての第一歩

小鹿野町成人式
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長若・三田川・両神地区

今井優奈さん（両神）▶

　今年の成人式は2部構成で行われ、第1部では式典行事を、第2部では恩師からの祝電披露や新成人
1分の主張大会が行われました。また、成人式の司会も新成人自らが行うなど、新成人主体の成人式に
変わりつつあります。

◀司会を務めた猪野木乃葉さん（三田川）

黒沢真緒さん（三田川） 関口怜央さん（小鹿野）

家族に

感謝です
家族に

感謝です
小鹿野町の

将来のために

俺たちが頑張って

いこうぜ！

小鹿野町の

将来のために

俺たちが頑張って

いこうぜ！

こんなことこんなこと
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と

令和2年成人式対象者

小鹿野
倉尾
長若
三田川
両神
合計

44
1
6
4
12
67

29
2
8
6
14
59

73
3
14
10
26
126

地区別　  男　　女　　計 ■『だんご3兄弟』が記録的大ヒット
■子犬型ペットロボット「AIBO(アイボ)」が発売
■世界各地でミレニアムのカウントダウンが行われる
■アイドルグループ嵐が『A･RA･SHI』でデビュー
■1999年の新語・流行語大賞に『ブッチホン』『雑草魂』『リベンジ』
■コンピュータの2000年問題の発生が注目される
■厚底サンダル・ガングロ・ヤマンバ ファッションが話題になる

小
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り

※このフォトギャラリーには、新成人がスマートフォン
等で撮影した写真も掲載しています。

Up!Pick
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■町・県民税申告書の受付
■所得税の確定申告書の仮受付(申告の内容によって
は、税務署へご案内する場合があります。)
※今年の申告は税務署への引継を原則電子申告
(e-TAX)にて行います(日尾・納宮会場も含む）。電子申
告には利用者識別番号が必要となり、お持ちでない人は
会場でも番号取得手続きができます。

税の申告相談及び申告書の受付が始まります税の申告相談及び申告書の受付が始まります

　所得の有無に関係なく、令和2年1月1日現在、小鹿野町
に住民登録がある人は町・県民税の申告をしてください。
　ただし、次のいずれかに該当する人は、町・県民税の申
告義務はありません。
①所得が給与のみで勤務先から小鹿野町に給与支払報
告書が提出されている人
②公的年金等に係る所得のみの人
③収入がなく町内の親族に扶養されている人
④所得税の確定申告書を税務署に提出する人、もしくは
e-TAXを利用して提出する人

確定申告会場●秩父税務署
開設期間●2月17日(月)～3月16日(月)
※土・日曜日・祝日を除く
相談受付●8:30～16:00(提出は17:00まで)
※会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ることが
あります。

秩父税務署からのお知らせ秩父税務署からのお知らせ

　台風19号により被害を受けられた皆様方に、心からお
見舞い申し上げます。
　災害などにより住宅や家財になどに損害を受けた場
合には、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は
災害減免法の適用を受けることができます。詳しくは秩
父税務署までお気軽にお問い合わせください。

１□申告書(お持ちでない場合でも会場で入力・印刷で
きます)又は確定申告のお知らせ(税務署から送付さ
れた人)

２□認印(朱肉を使用するもの)
３□利用者識別番号確認書類(事前に取得した人)
４□番号確認書類(マイナンバーカードや通知カード等
のマイナンバーを確認できるもの)

５□身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、公
的医療保険の被保険者証等)

６所得計算に関する資料
▶給与収入・年金収入がある場合
□源泉徴収票(原本)
▶営業・農業・不動産所得がある場合
□収支内訳書(事前に収支内訳を記入してご持参くだ
さい。)
□売上・経費確認資料(出納帳・領収書等)
▶その他の収入がある場合
□収入・経費確認資料(支払調書等)

７控除計算に関する資料 ※源泉徴収票に控除額が記載
されている分については不要です。
▶医療費控除がある場合
□医療費控除の明細書(事前に記入してご持参くださ
い。)
□医療費通知(医療費のお知らせ等)

所得税等の申告相談所得税等の申告相談

　閉庁日(土・日曜日・祝日)は、秩父税務署での相談・受
付は行っていませんが、確定申告書は郵便や信書便によ
る送付又は税務署の時間外収受箱への投函により提出
することができます。(ｅ-Ｔａｘを利用すれば、24時間自宅
のパソコン等からいつでも申告できます。)

税務署閉庁日の提出方法税務署閉庁日の提出方法

▶医療費控除の特例がある場合
□セルフメディケーション税制の明細書(事前に記入
してご持参ください。）
□一定の取組を行ったことを明らかにする書類
▶社会保険料控除がある場合
□社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
□国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険
料等の領収書や町が送付した申告参考資料等
▶生命保険料控除がある場合
□生命保険料控除証明書
▶地震保険料控除がある場合
□地震保険料控除証明書
▶障害者控除がある場合
□障害者手帳又は福祉事務所長の証明書等
▶寄附金控除がある場合
□寄附先が発行する受領証明書等
▶雑損控除がある場合
□被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取
得価額)がわかるもの
□被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、その他
被害に関連して支出した金額の明細がわかるもの(領
収書等)
□保険金などで補填された金額のわかるもの

台風19号により
被害を受けられた皆様方へ
台風19号により
被害を受けられた皆様方へ

町の申告会場で受付をする申告書町の申告会場で受付をする申告書

申告の際は次のものをご用意ください(主な例)　※□にチェックできます。

申告が必要な人申告が必要な人

問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125

　令和2年度分（平成31年1月から令和元年12月までの期間）の「町・県民税」及び令和
元年分の「所得税」の申告期間は、2月17日（月）から3月16日（月）までです。
　この申告は、令和2年度の町・県民税及び国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者
医療保険料等の算定基礎や減額判定資料となります。また、所得証明書等の各種証明
や年金、児童手当等の受給権の認定基準にも活用されます。

※必要書類が不足している場合、申告書を作成できない
場合がございます。お出かけ前にご確認を！

令和2年申告受付日程表令和2年申告受付日程表

会場における待ち時間短縮に関するお願い会場における待ち時間短縮に関するお願い

2
月

17日㊊
18日㊋
19日㊌
20日㊍
21日㊎
25日㊋
26日㊌
27日㊍
28日㊎

倉尾1区～8区
三田川6区～12区
両神1区～2区
両神3区～4区
両神5区～8区
両神9区～11区
両神12区～13区
長若1区～6区
長若7区～14区

日尾集会所
納宮休憩所

両神振興会館

小鹿野文化
センター

期日 該当地区 受付会場

3
月

  2日㊊
  3日㊋
  4日㊌
  5日㊍
  6日㊎
  8日㊐※1

  9日㊊
10日㊋
11日㊌
12日㊍
13日㊎
16日㊊※2

地区指定日に都合がつかない人
三田川1－1区～2区
三田川3区～5区
小鹿野1区～2区
小鹿野3区～5区
地区指定日に都合がつかない人
小鹿野6－1区～7区
小鹿野8区～9区
小鹿野10区～11区
小鹿野12－1区～12－2区
小鹿野13区～15区
地区指定日に都合がつかない人

小鹿野文化
センター

期日 該当地区 受付会場

受付時間●9:00～11:30　13:00～16:00
※1　3月  8日(日)9:00～12:00　13:00～15:00
※2　3月16日(月)9:00～12:00　午後の受付はありません。

　混雑緩和のため、受付地区を指定させていただきましたが、指定日に来られない人は、
日程表のご都合の良い日に申告してください。なお、3月8日(日)は混雑することが予想さ
れます。

　申告会場が混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。収支や医療費などは、あら
かじめ計算を済ませたうえでお越しください。皆さんの待ち時間を少しでも減らせるよう
ご協力をお願いします。

問合せ●秩父税務署☎22-4433(自動音声案内2番)

　令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申
告の提出期限は、令和2年3月16日(月)です。
　国税庁ＨＰの「申告書作成コーナー」でご自宅のパソコ
ン等から作成し、ＩＤ・パスワードを利用しますとｅ-Ｔａｘで
簡単に申告ができます。

所得税及び復興特別所得税の申告は
自分で作成してお早めに！
所得税及び復興特別所得税の申告は
自分で作成してお早めに！

広報 おがの インフォメーション インフォメーション 広報 おがの
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　町では、町民の皆さんのご意見を高齢者保健・福祉・
医療・介護に関する施策の立案に反映するため、介護保
険運営協議会の委員を募集します。
任期●令和2年4月1日～令和5年3月31日
募集人数●2人
応募資格●次のいずれにも該当する人
①小鹿野町に在住する40歳以上の介護保険被保険者
②年3回程度開催する小鹿野町介護保険運営協議会に
出席できる見込みのある人
③小鹿野町の他の審議会等の委員でない人
④小鹿野町の議会議員及び職員でない人

令和2年度
学校給食物資納入業者を募集します
令和2年度
学校給食物資納入業者を募集します

小鹿野町介護保険運営協議会の委員を募集します小鹿野町介護保険運営協議会の委員を募集します
募集期間●2月3日(月)～28日(金)
選考●書類選考により行い、選考結果については後日
通知します。
申込＆問合せ●指定の応募用紙に必要事項を記入し、
直接お持ちいただくか、郵送又はFAXで提出してくださ
い。応募用紙は福祉課でお渡しします。
〒368-0105小鹿野町小鹿野300番地
保健福祉センター・福祉課
☎75-4103　FAX 75-4710

　町では、町営バス等を無料で利用できる高齢者優待乗車券を交付しています。
対象●町内に住所のある77歳以上の人
利用可能路線
■小鹿野町営バス(全路線)　
■西武観光バス(志賀坂線・倉尾線)　
■小鹿野町乗合タクシー
使用方法●降車時に必ず運転手へ優待乗車券を提示してください。
申込方法●身分証明書と印鑑を持参のうえ、両神庁舎・おもてなし課又は小鹿野庁舎・
総合政策課へお申し込みください。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1122

小鹿野町高齢者バス優待乗車券を交付しています小鹿野町高齢者バス優待乗車券を交付しています

運転免許返納者に公共交通利用券を交付しています運転免許返納者に公共交通利用券を交付しています

　小鹿野町教育委員会では、学校給食センターへの学校給食物資の納入業者を募集
します。
受付期限●3月19日(木)まで
申込&問合せ●小鹿野町学校給食センター☎72-0011

　町では、転入の促進と住宅建築による地域経済の活
性化を目的として、一定の要件に該当される転入者が町
内に自身が居住する家屋を新築又は購入(中古住宅を
除く)した場合に奨励金を交付します。お気軽にお問い
合わせください。
対象●次の要件をすべて満たす人
■小鹿野町に転入するまで、町外に継続して5年以上居
住していること
■平成30年中に自身が居住する家屋を新築又は購入し
ていること
■住民登録後2年以内に家屋を取得した又は家屋取得
後に住民登録をしていること
■マイホーム取得奨励金の交付を受けていないこと
※昨年度、定住促進奨励金の交付を受け、交付期間が
満了していない人も対象となります。
奨励金額●取得した家屋に課税された固定資産税に相
当する額
交付期間●交付初年度から5年間(町外業者が建築した
場合は2年間)
受付期間●2月14日(金)～3月16日(月)

町外から転入された人の住宅取得に奨励金を交付します
（小鹿野町定住促進奨励金制度）
町外から転入された人の住宅取得に奨励金を交付します
（小鹿野町定住促進奨励金制度）

必要書類
①奨励金交付申請書
②固定資産税の納税証明書
③家屋公課証明書
④戸籍の附票の写し
⑤家屋の登記簿謄本
⑥家屋の建築請負契約書の写し又は売買契約書の写し

※昨年に引き続き交付申請をする人は、上記の
①②③のみご用意ください。
※交付申請書は、総合政策課で
配布するほか、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●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

　町では、公共交通の空白地域における交通手段の確
保のため、小鹿野地区(下小鹿野・小鹿野・伊豆沢)、長若
地区(長留・般若)と両神温泉薬師の湯までを運行エリア
として乗合タクシーを運行しています。
　なお、町民どなたでもご利用できますが、利用者登録
が必要です。
利用料金●300円(1人1回)
※高齢者バス優待乗車券又は障害者手帳をお持ちの人
は、ご利用の際に運転手に提示いただければ無料です。

運行時間●年中無休　
1便 8:00～9:00　　　2便 10:00～11:00
3便 13:00～14:00　  4便 15:30～16:30
申込方法●利用者登録を行いますので身分証明書を持
参のうえ、両神庁舎・おもてなし課又は小鹿野庁舎・総合
政策課にてお申し込みください。
予約方法●利用者登録後、月曜日から金曜日の8時から
17時までの間に、秩父丸通タクシー(株)秩父営業所(☎
22-3633)へ電話予約してください。
※利用日の1週間前から前日までに予約をしてくださ
い。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1122

　運転免許返納者に公共交通機関の利用機会を提供
し、また生活移動手段の一助とするため利用券6,000円
分を1回に限り交付しています。
対象●町内に住所のある人で、運転免許証を返納した
人　※過去に返納した人も対象です。
必要書類●運転免許返納時に警察署又は運転免許セン
ターから発行される「申請による運転免許の取消通知」
と、返却された「穴の開いた運転免許証」及び印鑑
利用可能公共交通機関●秩父鉄道、西武観光バス、秩
父タクシー協会所属のタクシー、秩父市営バス、皆野町
営バス、小鹿野町営バス

※使用方法や注意事項等は利用券交付時にご説明しま
す。
申込方法●必要書類を持参のうえ、小鹿野庁舎・総合政
策課又は両神庁舎・おもてなし課へお申し込みくださ
い。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課
　　　　☎75-1238

ご利用ください『乗合タクシー』ご利用ください『乗合タクシー』
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　令和２年となり早１カ月が
過ぎました。今年は暖冬で
その影響で尾ノ内百景氷柱
事業も氷柱が出来ず苦戦し
ています。このような異常気
象では、今年も台風などの
自然災害の発生が憂慮さ
れるところです。ぜひとも平
穏な1年であってほしいと思

います。
　さて、「消滅可能性都市」という言葉を覚えている方
も多いと思いますが、この言葉は増田寛也氏（元岩手
県知事、元総務大臣）を中心とするグループが2014
年に発表した概念です。この消滅可能性都市とは、
2010年から2040年までの間に「２０歳から３９歳の若
年女性人口」が５割以下に減少する市区町村で全国
で８９６自治体、全体の約５割となり、このままいくと急激
な人口減少に遭遇するとされました。この小鹿野町も
若年女性人口変化率が６３．６％の減少、２０４０年総人
口が７，４８３人と推計されました。
　また、「限界集落」とは、６５歳以上の人口が住民の５
割以上の集落で、共同体としての生活が維持できなく
なりつつある集落とされています。
　この２つの概念は人口推計等に着目し定義されたも
のです。
　ところで、去る１月１２日に開催した町の成人式の対
象者は１２６人でした。

　令和元年度の町の出生者推計は３４人です。このま
までは増田氏の推計を超える若年女性の減少率、総
人口減が予想されます。
　増田氏は、人口減少という日本の近未来の危機をい
かに防ぐか、解答の選択肢も限られているが、根拠なき
「楽観論」で対応するのは危険だが、だからといって
「もはや打つ手がない」というような「悲観論」に立って
も益にならないのであると述べています。
　まさにそのとおりだと思います。現在、人口減少、そ
れに伴う高齢化率の上昇の高波はこの町を襲っていま
す。この現実を受け止めながらその対応策を講じてい
くことが喫緊の課題であります。この課題はこの町だけ
の問題ではなく全国的なものです。もちろんこの町だけ
ですべてが解決できるようなものではないことは分かっ
ていますが、国の政策だけに期待するのではなく町の
英知を結集し、小さなことでもいいから良いと思われる
ことを実行してみる、チャレンジしていく必要があると思
います。
　この町は歴史も古く豊かな自然や伝統文化にも恵ま
れ、そして自治力も大変高い町であります。また、首都
圏にも含まれており近くに巨大なマーケットもあり、地震
などの災害にも強い地域であります。これらの町の地
域特性を活用して町民と一体となり、人口減少に負け
ない多様性に富んだ町を作り上げたいと存じます。

小鹿野町長　森 真太郎

「消滅可能性都市」、「限界集落」とは？
こんにちは。
町長です。

笠原社長(左)

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.23 ～

「株式会社豊和製作所」
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。

とつ丁寧に加工が施され
た部品の種類は、週に
500種類を超えるとのこ
とです。
　こうした熟練の職人と
会社が一致団結して、独
自の技術を磨き、品質管
理と納期管理を徹底して
行うことで、会社の信頼
を集めている企業である
と感じました。
わが社の主力製品
　精密な金属レーザー
加工機と熟練の職人の
技術により、板金、製缶、溶接に至るまで、社内一貫作業す
ることで、短納期、低コスト、高品質な製品をお客様の
ニーズに併せてご提案することで信頼を得ています。ま
た、協力工場により、金型からの一貫生産やメッキ処理ま
で行っております。
ここに自信あり

　平成18年(2006年)には、品
質・環境管理に配慮した会社経営
が認められ、エコステージの認証
を受けております。
　経営とリンクした環境マネジメ
ントシステムの構築を図るととも
に、経営理念の一つ、「品質を誇る

企業」として、品質の管理に目と心を配り、注意と創意、小
さな知恵を積み重ね大きな改善を目指して鋭意努力をし
ております。

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地
電 話

代表取締役　笠原秀一
23名
1970年
小鹿野町長留804
0494-75-1626

会社概要

精密な金属レ－ザ－加工機(上)と
熟練職人による加工作業(下)

建設機械用部品

町長の見て・聞いて・話して
　第23回の事業所訪問は、12月18日に株式会社豊和製
作所を訪問し、笠原秀一社長にお話を伺いました。
　株式会社豊和製作所は、様々な金属素材の加工一式
を行う製缶工場として、昭和45年(1970年)に小鹿野町
長留の養蚕工場の建物を改修して創業されました。
　工場内には、顧客からの依頼に併せた精密な金属加工
ができるよう、レーザー加工機や溶接ロボット、塗装ブー
スなどの設備が完備されておりました。
　また、機械だけでは難しい細部の加工は、様々な工具
を使い熟練した職人の技術により、少量多品種な金属加
工製品を仕上げておりました。
　主に、製造している金属加工製品は、大型重機の部品
が大半を占めており、ラジエーターファンのカバーなど
大型な部材から部品と部品をつなぐブラケット・ジョイン
トなど多種にわたっております。
　車の部品とは違い、大型重機の部品は、モデルチェン
ジや排ガス規制、機械の自動化などにより部品の変更が
多く、大量生産や見込み生産が難しく、機械設備の自動
化がなかなかできないため、熟練の職人によって、一つひ

製品の説明を受ける森町長

41年間の歴史に幕
両神保育所を一般公開します
41年間の歴史に幕
両神保育所を一般公開します
　令和2年3月31日をもって、両神保育所は41年間の歴史に幕を
閉じます。在所児をはじめ、修了児や保護者の皆さんの心の中に
は、豊かな自然の中で先生や友達と過ごした乳幼児期の思い出が
たくさん残っていることと思います。この懐かしい日々を振り返り、
楽しいひと時を過ごすため両神保育所の一般公開を計画しまし
た。公開当日は、文集や写真の展示やスライド上映、湯茶のサービ
スなどを行います。大勢の皆さんの来所をお待ちしています。
日時●2月15日(土)13:00～16:00　16日(日)10:00～15:00

問合せ●両神保育所☎79-1129

広報 おがの インフォメーション インフォメーション 広報 おがの

8 広報 おがの　2月号 9広報 おがの　2月号



　小鹿野高校生の活躍を取り上げるインタビュー2回目は、ボランティア部に注目します。
ボランティア活動は、地域にとって大変有難いものですし、多くの大人は、子どもたちに「社
会の役に立つ人になって欲しい」と願うことでしょう。では、実際に活動をしている生徒たち
は、何を考え、何を得ているのでしょうか。

①入部理由と入部後に気づいたこと
　中学校の時は不登校で、あまり人を信じない性格だった
が、担任の先生から小鹿野高校を勧めてもらい入学した。
活発に活動していて面白そうだったボランティア部に入って
みると、人を寄せ付けない雰囲気の自分にも、先輩方が何
度も明るく話しかけてくれた。彼らを「信じてみよう」と思い、
一緒に行動するうちに、尊敬するまでになった。先輩に人生
を変えてもらった。
②思い出に残っている取組
　1年生で参加した町の健康ふれあいフェスティバルで、色
んな年代の地域の人と普通に話せている自分に気づいた。

小鹿野
高校×

地域のコラボ通信 VOL.2

　生徒らは活動を心から楽しみ、彼らの職業観にも影響
を受けているようです。また、それを見守る先生方は、彼
らの個性を見極めながら「自ら気づく」為に自然にサポー
トしています。機会があれば、ぜひ、ボランティア活動も
ご一緒したいものです。

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)

私の活動資源は“人から人へ伝わる地域の魅力”です　地域おこし協力隊　本  奈代子

　改めまして、私は、本奈代子と申します。
2018年6月末に、東京都から移住しました。
現在は、移住促進を主な任務として、仕事づ
くり（女性が小商いを始める支援）や教育の
魅力化（小鹿野高校と地域の連携強化）に
携わっています。友人の小鹿野町への移住
が実現したり、関わりあった高校生が志望校
に合格したりすると、言葉にできない喜びを
感じます。東京での働き方と一番異なる点は
「地域とは切り離せない」ことかもしれませ
ん。
　さて、私の出身は石川県金沢市です。高校卒業後に
地元を離れた私は、多くの方が金沢に「上品」「風情」
といったイメージを抱くことを知りました。しかし、私自身
は長い間、それがしっくりきませんでした。なぜなら私が
生まれ育ったのは、家の前に蓮根田がある、噂話はす
ぐに広がるような片田舎で、品の良さとは乖離したそん
な場所こそが、かけがえのない私のアイデンティティだっ
たからです。小鹿野町に移住してから、気づかせて頂き
ました。色んな人が、お住まいの地域のことを、小鹿野
よりも小さな単位（三田川や長若や…）で、活き活きと
紹介してくださるからです。
　また、初めて小鹿野町に訪れた時、両神山のあまり
の美しさに、つい近くにいた方に「山が綺麗ですね」と
話し掛けました。すると、住民らしきその女性は、穏やか
に頷きながら「綺麗だね」とおっしゃいました。言葉は
多くありませんでしたが「この方は、ずっと山に見守ら
れてきたのではないか」と感じる深みがありました。そ
の瞬間、「ここに住みたい」と直感したのを覚えていま
す。
　任期を問わず、私が注力したい活動は、小鹿野町を
まだ知らない人にも、町民との関わりによってこの町の
深い魅力を感じてもらうこと、そして、関わる子どもたち
には、この町でしっかりアイデンティティを育んでもらうこ
とです。そう願う時、人の営みが多様である小鹿野町
は、可能性に溢れた素晴らしい町だと感じています。そ
んな地域への愛着は、その後の人生の価値観や行動

に影響するでしょうし、私自身がそうであったように、人
から人へと伝わっていくものではないでしょうか。
　いつも温かく見守ってくださる皆様に感謝するととも
に、今後とも多くの方との素敵なご縁をいただけたら幸
いです。普段は、小鹿野庁舎2階の総合政策課におり
ます。お目にかかれることを楽しみにしています。

活動
の軌跡 ー地域おこし協力隊ー

また、子育て支援センターで子どもと触れ合って、いかに子
ども好きかを実感したことを機に、保育の道を志すように
なった。12月、志望していた保育の専門学校に合格した。
将来は、保育士として勤務先の雰囲気づくりを担って、『子
どもの成長を見守れる保育園』にしたい。
③地域、又は家族へのメッセージ
　外から来た自分を受け入れてくれ、こんなに良くしてくれ
た地域は初めてだった。感謝しかない。お祭りの規模も大き
く、無条件で盛り上がれた。親は、進路相談をした時に「悔
いのない選択をしなさい」と言ってくれた。自分の成長を喜
んでくれていると思う。

①入部理由と入部後に気づいたこと
　以前は、人と話すのが苦手で、中学生の時から学校を休
みがちだった。「自分を変えたい」と思い、小鹿野高校に入
学した。親にも「好きなことをやりなさい」と言ってもらい、ボ
ランティアをずっとやりたかったので入部した。先輩が明るく
て優しいし、とても楽しかった。すると、学校全体が楽しく
なって、クラスメイトたちにも心を開けるようになり、クラス内
外で友達もできるようになった。

②活動を通して感じていること
　すべてのボランティアが楽しい。どんな活動でも、仲間と
行えて、色んな年代の人と話せて、誰かの役に立って、やっ
たからこそ得るものがあることは、面白い。
③将来の夢
　子どもの頃から、テーマパークのスタッフを目指している。
子どもたちに優しくて格好いいイメージがある。実現のため
に必要な技能などがあれば習得していきたい。

　話しかけられて返事もできなかった子が、人との関わりを
通して、明るく笑顔になっていく様子を見てきました。小鹿野
町は、ボランティアの良さを生徒が感じる上で、とても良い
環境です。小鹿野高校のこと、ボランティア部のことが知ら
れていて、必ず「がんばってね」「ありがとう」、時には「これ
食べてみて」と声を掛けてくださる。きっかけがあれば変わ
りたい子にとって、校外で活動するボランティア部は自己肯
定感を高めるチャンスになります。その時の天気や接する
相手が違い、2つとして同じボランティアはありませんから。
　生徒に対しては、「今日は自分から挨拶しよう」「相手の
気持ちを考えて提案してみよう」など、自分の目標を持って
ほしい。そのためには、私自身が周りをよく観察して、手本と
なる態度をとるようにし、生徒に気づいてもらうよう心掛け
ています。不安が伴うことでも、行動に移せた経験は必ず次
に活かせます。そんな彼らの成長を保護者に対しても積極
的に共有したいですね。

　　　　•••ボランティア部の活動一部•••
  4月 小鹿野春祭り：外国人研修生への観光案内
  5月 緑の募金活動：ヤオヨシ小鹿野店で募金の呼びかけ
  6月 路地ST：ゲームの実施
  7月 青少年非行防止キャンペーン：街頭キャンペーン
  8月 七夕フェスティバル：イベント設営・交通整理
10月 健康ふれあいフェスティバル：物販や運営の補助
11月 両神ふるさとまつり：出店のサポート
12月 秩父夜祭り：清掃活動
  3月 西秩父ライオンズクラブとカーブミラー清掃
 通年 エコキャップ回収

  

もと　  な よ こ

小鹿野高校の総合学習にて、町の魅力と自身の職業観を話す機会をいただ
く。生徒からの「仕事とは人生を楽しくさせるものだと知った」という感想が
嬉しかった。

町民と観光客とが交流し、各自の夢を写真などで表現する「ドリームマップ」を
作り、みんなの前で発表。楽しかった！これからも「わくわく」を大切にしたい。

■生徒1：武井凌太さん(3年生・川口市出身、山村留学生)

■生徒2： 荒舩希望さん(2年生・秩父市在住)

■ボランティア部顧問・熊木美祥先生のコメント

たけい  りょうた

あらふね  のぞみ
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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～ VOL.8防災行政無線が新しくなります防災行政無線が新しくなります防災行政無線が新しくなります防災行政無線が新しくなります
　昨年１1月から令和２年度にかけて、町の防災行政無線を現在のアナログ式の設備か
らデジタル式の設備に更新する「デジタル化更新工事」を行っています。
　デジタル式の防災行政無線は、従来のアナログ式の防災行政無線と異なり、雑音が
無くなります。また、デジタル式防災行政無線に対応した「戸別受信機」についても、工
事に併せて各ご家庭に無償貸与します。
　なお、工事期間中、試験放送や現地での作業など、地域の皆さんにご不便、ご迷惑を
おかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

　寒い日が続きますが、皆さまお元
気でしょうか。冬場になり、病院に来
る患者さんが増えてきました。我々
にとって、めまいのするような忙しさ
が続く日々です。

　今日はめまいのお話をさせていただきます。急に立ち
上がった時にくらっときた経験はありませんか？あれもめ
まいです。学生時代、朝礼で倒れた人がいたと思います。
世間では「貧血」とも呼ばれるあの状態は、実はこの、立
ち上がった時のめまいの仲間です。もちろん、頭の病気で
めまいが起こることもあります。あるいは耳に原因がある
めまいもあります。血液が足りない貧血でもめまいは起こ
ります。めまいはふらっとする、ぐるぐる回る、ふわふわする、
など人によって感じ方は様々です。そしてめまいの原因も
様々であるため、我々医師はどのようなめまいなのか、問
診、身体診察、検査所見を合わせて判断しています。
　めまいが起きた時には、誰でも驚き、怖い思いをしま
す。めまいには様々な原因がありますが、割合としては脳
が原因ではなく、心配の無いめまいが一番多いです。特
に多い良性発作性頭位めまい症という長い名前の病気

は耳に原因があります。頭の向きを変えると数秒間、ぐる
ぐると回るめまいを感じて気持ち悪くなり、その後に落ち
着きます。しかし、頭の向きを変えるとまた同じ症状が出
るという病気で、約1～2週間で自然に治り、町立病院で
も頻繁にみます。では、心配なめまいはどのようなものな
のか。具体的には2つで、①「自分の力で歩けない」、そし
て②「めまいと一緒に、何か新しい症状が出ている」の2
つです。新しい症状とは、話しにくい、力が入らない、感覚
がおかしい、などです。
　もしめまいで困った場合はご相談ください。めまいは難
しい病気ですが、診察室で目を回さないように準備をし
た私たちが、診察させていただきます。ここまで話してきま
したが、皆さまにめまいの無い日々が続くことをお祈りして
います。

めまい 小鹿野中央病院　藤田 和樹
気 になるつぶやき
町立病院医師の

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

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間
小鹿野町消防団第５支団詰所等撤去工事
小鹿野幼稚園外構改修工事
小鹿野文化センタートイレ改修工事
柿の久保観光農林漁業経営管理所トイレ
改修工事

白内障手術装置購入事業

両神小森地内
小鹿野地内
小鹿野地内

般若地内

国民健康保険
町立小鹿野中央病院

3,850,000円 
2,112,000円 
8,774,700円 

1,796,300円 

9,570,000円

株式会社両岩
須田建設株式会社
有限会社戸田工務店

小澤建築

株式会社平和医用商会

～令和2年3月19日
～令和2年3月19日
～令和2年3月19日

～令和2年3月10日

～令和2年2月28日

▲令和元年12月25日入札分

神怡舘の開館時間＆料金をお知らせします

開館時間
【平日】13：00～21：00
【土・日・祝日】10：00～19：00
【休館日】火曜日（休日の場合は翌日）

現場見学会のお知らせ
　いよいよ、オープンまで２カ月となり
ました。工事も順調に進んでいますが、
外観には手を着けないため、周りからは
わかりづらいと思います。
　そこで、皆さんに現況を見てもらうた
め、現場見学会を計画しました。
　この機会にぜひ、おでかけください。
申込は不要ですが、小学生以下の参加
については、保護者同伴でお願いしま
す。
日時●2月29日(土)
　　　10:30 ～
場所●神怡舘

通
常
利
用
料
金

月
利
用
券

回
数
券

初回講習料・登録料
60歳未満
60歳以上
大学生・専修学校生
中高生
小学生
平日夜間（一般）※2

平日夜間（高校生以下）※2

レンタルシューズ
レンタルチョーク
60歳未満
60歳以上
大学生・専修学校生
中高生
小学生
60歳未満
60歳以上
大学生・専修学校生
中高生
小学生
平日夜間（一般）※2

平日夜間（高校生以下）※2

1,000円
１日 1,200円
１日　800円
１日　800円
１日　500円
１日　300円
１回　500円
１回　300円
１日　300円
１日　100円
１カ月9,300円
１カ月6,200円
１カ月6,500円
１カ月4,000円
１カ月2,500円
11枚12,000円
11枚  8,000円
11枚  8,000円
11枚  5,000円
11枚  3,000円
11枚  5,000円
11枚  3,000円

1,000円
１日 1,800円
１日 1,200円
１日　800円
１日　500円
１日　300円
１回　500円
１回　300円
１日　300円
１日　100円

１カ月14,500円
１カ月  9,300円
１カ月  6,500円
１カ月  4,000円
１カ月  2,500円
11枚18,000円
11枚12,000円
11枚  8,000円
11枚  5,000円
11枚  3,000円
11枚  5,000円
11枚  3,000円

区分 町民等※1 町民等以外
利用料金

問合せ●小鹿野庁舎・総務課
　　　　まちづくり推進室☎26-6581

大地震に備え、家具の固定をしましょう大地震に備え、家具の固定をしましょう大地震に備え、家具の固定をしましょう大地震に備え、家具の固定をしましょう
　マグニチュード７クラスの首都直下地震は、今後３０年
以内に７０％の確率で発生すると予想されています。首都
直下地震の被害イメージと近いとされている阪神淡路
大震災では、死者約６，４００人にもおよび、死者の８０％以
上が家屋の倒壊や家具等の転倒による圧迫死だったと
されています。このような大地震から自分の命を守るた
めの備えとして、日頃から家具の固定に取り組みましょ
う。

　また、埼玉県では「家具固定サポーター登録制度」を実
施しています。家具等の固定について、専門家への相談、
見積り(無償)及び施工(有償)を依頼できますので、ぜひ
ご活用ください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課
　　　　☎75-1221

※1　町民等とは、町内在住者及び在学・在勤者です。
※2　平日夜間は、18:00以降です。
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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●2月18日(火)、3月10日(火)9:30～11:30
場所●児童館
内容●リズム遊び、ふれあい遊び、トイレタイム、設定遊び、お
やつタイム
対象●1歳6か月以上で3歳までのお子さんと保護者　
※初めて参加される人はご連絡ください。
※動きやすい服装でご参加ください。

子育てこころの相談(予約制)子育てこころの相談(予約制)
　子育てがつらく感じたり、ついイライラして怒ったりなど悩ん
でしまうことはないでしょうか？子育てしている人(父母・祖父母
等)を対象とした子育て相談です。お子さん連れでも参加でき
ます。
日時●2月3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

「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
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。
2月の巡回日＆場所
■2月7日(金)　長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■2月19日(水)　皆野町皆野総合センター
■2月28日(金)　秩父市子育て支援センター
　　　　　　　　(下郷児童館内)

対象●①平成２８・２９年度生まれのお子さんと保護者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 ①２/１９㊌、②２/２６㊌
１０：００～１１：３０

２/２７㊍　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
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）

２/２６㊌  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

２/６㊍
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 ２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
２/１、２/８、２/１５、２/２２、
２/２９
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 ２/１３㊍　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。

２/４㊋　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 ２/２０㊍　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　
A２/７　B２/１４　C２/２１
D２/２８
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

２/５㊌、３/６㊎
９：５０～１１：３０

対象●1歳代のお子さんと保護者

２/１４㊎　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。

３/３㊋　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
かわいいお雛様飾りを作って、ひまなつり会を楽しみましょう。
①9：45　②10：00

ひなまつり会

※申込期限に注意してください。２月１日（土）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

ミニコンサート♪クリスマスの曲や知っている曲を聴かせていただきました。

サンタさん、トナカイ

さんにインタビュー！

プレゼントをもらって

嬉しかった！

小鹿野町プレミアム付商品券購入は2月28日までです小鹿野町プレミアム付商品券購入は2月28日までです
　町では、消費税率の10％への引き上げに伴い、プレミアム付商品券を発行しています。
　対象となる人は、住民税非課税者と3歳未満児の子育て世帯主の人です。商品券購入
引換券をお持ちで購入を希望される場合は、販売期間と使用期間が
ありますので、お早めにお手続きをお願いします。
購入単位●1セット5,000円(500円券×10枚）
販売価格●4,000円(プレミアム分1,000円）
販売期間●2月28日(金)まで
使用期間●3月10日(火)まで
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室☎75-4101

メリークリスマス！
楽しい時間が過ごせました！

かわいいカレンダーが
出来ました♪

今年の干支
（ねずみ）の
カレンダー
作り！

広報 おがの インフォメーション・子育て支援 子育て支援 広報 おがの
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子育て支援センター

 情 報

応援します！
あなたの子育て

☎７５-０５５０

親子で遊びに来てね。待っています。



　昨年度の新人体育県大会準優勝に続き、今年度も小鹿野中学校
バレーボール部の活躍は目を見張るものがありました。７月に行わ
れた学校総合体育大会県大会で第３位の活躍、関東大会出場をか
けた順位決定戦ではあと１勝のところまで迫る活躍でした。選手の
皆さんお疲れ様でした。

　小学校において令和2年度からプログラミング教育が実施され
ます。小鹿野町では、各小学校で昨年の基礎操作研修に続いて、先
生方の技能向上に向けた研修会を行いました。
　今年度は、応用編として簡単なゲームの作成に挑戦しました。先
生方は試行錯誤を繰り返しながらプログラムを完成させプログラ
ムの構造について研修をすることができました。
　小鹿野町の小学校では令和2年度のプログラミング教育完全実
施に向け、先行して総合的な学習の時間等を使ってプログラミン
グ教育に取り組んでいます。

　今年度、教育委員会では、ＰＴＡ等をはじめとする学校教育に関わる皆さんからなる
「小鹿野町学校教育推進協議会」を立ち上げ、今後の小鹿野町の学校教育の在り方等
について、様々なご意見をいただきました。大きくまとめると以下のような内容です。

がんばってるね！小鹿野の子どもたちがんばってるね！小鹿野の子どもたち

プログラミング教育始まるプログラミング教育始まる

～おどろきや感動がいっぱいの小学生科学不思議講座～～おどろきや感動がいっぱいの小学生科学不思議講座～

「小鹿野町学校教育推進協議会」について「小鹿野町学校教育推進協議会」について

パソコンが新しくなりましたパソコンが新しくなりました

小鹿野未来塾　今年度もがんばっています！
～漢検・英検講座修了！200人以上が検定にチャレンジしました～
小鹿野未来塾　今年度もがんばっています！

～漢検・英検講座修了！200人以上が検定にチャレンジしました～

　各小・中学校のパソコンを最新の機器に入れ替えました。
　タブレットＰＣの導入・活用も進めていますが、パソコン室や教室
も新しいパソコンになり、快適なＩＣＴ環境が整備されました。ＩＣＴの
活用により様々な学習の展開が期待されます。

　本年度は漢検チャレンジスクール５回（台風の影響で１回
中止）、英検チャレンジスクール6回の講座を実施しました。
講座修了後のアンケートでは、右表のとおり、大勢の皆さん
に満足していただくことができました。また、10月に行われ
た漢字検定及び英語検定には、各講座の受講者の約９０％の
皆さんが検定を受けました。中学生未来塾を受講している
中学生と併せて200人以上の皆さんが町の助成を受けて
検定に挑戦しました。

小学校プログラミング研修会

■学総県大会第３位 小鹿野中学校バレーボール部

　１０月から各小学校で取組が本格化した「おがのことだ
ま百選」。あっという間に全文を暗唱した子どもも現れま
した。もちろん自分のペースでじっくり取り組んでいる児
童もいます。地域の協力による「地域検定員」を活用した
検定会を開催する学校もあります。また、「ことだま」を間

■「おがのことだま百選」への取組も盛り上がっています
に挟んで、親子で話題にしたり、関係ある場所を訪れたり
するなど、「親子共学」につなげていただいているご家庭
もあります。地域・家庭・学校が手を取り合って子どもた
ちの成長を促すよい機会にしたいと思います。一層のご
支援ご協力、盛り上がりをお願いします。

■小学校４年生くらいから小学校間の交流をもち、中学
校へ円滑に接続する。
■小規模校のよさを生かした教育の様々な在り方を研究
すべきである。
■ある程度の集団人数による教育を行う必要がある。
■郷土愛を育む教育を積極的に行うことが大切である。
■小規模校教育のよさをアピールし、町外からの転入者
の増加につなげる。

■ある程度の期間をかけて小学校の統合を具体化して
いく必要がある。
■統合ありきではなく様々な選択肢の中から小鹿野町に
最適な方法をとるべきである。
■行政主導ではなく、情報提供をしながら各地区で話し
合いをすることが重要である。
　

　「児童(子ども)の数がこれからの数年間で、著しく減少するという状況を見据える
と、早期に、各小学校区で協議会を立ち上げ、今後の小学校の教育環境について十分
に協議いただくことが重要である」という意見が多くの皆さんから出されました。これ
を受けて、来年度には各小学校区の協議会が設置できるよう、学校関係者等の皆さん
にご協力をお願いしてまいります。

小鹿野中学校バレーボール部

小鹿野中学校マルチメディアルーム（パソコン室）

アンケート集計結果

※漢検回答率８４％　英検回答率７０％　（令和元年11月実施）

（単位：％）

質問項目 漢検
チャレンジ

英検
チャレンジ

講座へ参加して楽しかった
講座はわかりやすかった
漢字、英語への関心が高まった

８３
９３
８９

８８
９４
１００

　科学的な実験や観察を小学４～６年生を対象に、小鹿野高校理科部の先生方に６回
の講座を実施していただきました。小学生にもわかりやすい説明で、今まで知らな
かった器具なども使いながら実験や観察などに取り組み、新たな発見やおどろきの
連続でした。講座修了後に実施したアンケートでは、「参加して楽しかった」という人の
割合が100％、参加した子どもたちの今後の学びに生きる貴重な経験となりました。

火山噴火モデル実験 河原の地形・石調べ 宇宙から来る放射線調べ

来年度の
小鹿野未来塾
来年度の
小鹿野未来塾

参加者
募集

　町では、令和２年度も小鹿野未来塾の「漢検チャレンジ
スクール」「英検チャレンジスクール」「中学生未来塾」「小
学生英語体験講座(英語劇にチャレンジ)」「小学生科学不
思議講座」を実施する予定です。
　町内小・中学生及び保護者・家族、小鹿野高校生を対象
に、新年度の初め(4月)に各学校から募集案内を配布し、
申込みのとりまとめを行います。

親子共学のすすめ
　「漢検チャレンジスクール」と「英検チャレンジスクール」
は、町内在住の人なら一定の条件で、どなたでも参加で
きます。「親子で」「孫と一緒に」「家族ぐるみで」みんなで
楽しく学んでみませんか。
　詳しくは、募集案内(４月上旬配布)でお知らせする予定
です。募集案内は、両神ふるさと総合会館及び小鹿野文
化センターに用意しますので、ご確認ください。
　大勢の皆さんの参加をお待ちしています。

教育 広報 おがの
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学校教育だより
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課
　　　　☎79-1201



　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●2月27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)

ふる総フェスタを開催しましたふる総フェスタを開催しました

プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)
日時●2月4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●2月22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

第7回小鹿野ときめき映画会

日時●2月15日(土)10:30～
場所●小鹿野文化センター・和室
対象●幼児、小学生、親子　※申込不要です。
問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

楽しいおはなしの会

日時●3月5日(木)、12日(木)、19日(木)全3回19:00～20:30
場所●小鹿野文化センター
講師●宮城和歌夫さん(英語塾主宰)
内容●「英語版秩父の昔ばなし」を解釈します。
定員●15人(中学生以上)
持ち物●筆記用具、英語辞書
申込＆問合せ●2月3日(月)から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

英語を楽しむ読書会

日時●2月26日(水)10:00～12:00
　　　2月27日(木)、28日(金)9:00～12:00
場所●両神農林センター
講師●加藤優子さん(手前味噌の会)
内容●麹から味噌づくりをします。
定員●12人(申込順)　　費用●1,800円
持ち物●エプロン、三角巾、筆記用具、新しいタオル１本、長靴、
洗い物用ゴム手袋、漬物樽(8～10ℓのもの)
※3日間連続で参加いただく事業です。
※広く事業を行っているため、初めての人又は2回目の人を優
先させていただきます。
申込＆問合せ●2月10日(月)から電話でお申し込みください。
両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

麹からはじめる味噌づくり教室

日時●3月19日(木)14:00～16:00
場所●両神ふるさと総合会館・調理実習室
講師●髙澤　徹さん(秩父やまなみチーズ工房)
内容●モッツァレラチーズを作ります。
定員●15人(申込順)　　費用●1,200円
持ち物●エプロン・三角巾・マスク
申込＆問合せ●2月10日(月)から電話でお申し込みください。
両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

モッツァレラチーズ作り教室

日時●3月4日(水)、11日(水)、18日(水)全３回19:00～21:00
場所●小鹿野文化センター・研修室
講師●ちちぶ広域聴覚障害者協会の皆さん
内容●基本的な手話を学習します。
定員●30人(小学生以上)　　費用●無料
申込＆問合せ●2月3日(月)から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

ワンチーム手話講座inこうみんカフェ
～手話にトライ！ドリンクバー新登場～

日時●3月29日(日)10:00～15:00
場所●小鹿野文化センター
内容●お見合いマリーゴーランド（参加者全員との１対１のお
話しタイム）を行います。小鹿野町のおいしいお土産を全員に
プレゼントします。
対象●20歳～49歳の独身男女
定員●男女各20人（定員を超えた場合は抽選）
費用●1,000円(飲食代)
申込＆問合せ●2月3日(月)から3月10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(平日8:30～
17:00)

婚活イベント　婚活チャレンジin小鹿野
～BOY MEETS GIRL～

おはなし会おはなし会

図書館を使った調べる学習コンクール＆読書感想画コンクール表彰式

　「南極料理人」～おいしい映画、上映します。～
日時●2月23日(祝)13:30～15:35(開場12:30～)
場所●小鹿野文化センター・ホール
内容●南極観測隊員の食事を作るために奮闘
する男の物語(出演 堺雅人ほか)
費用●無料　※入場整理券はありません。
申込＆問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

おがので筋肉体操～筋肉は裏切らない～

日時●2月18日(火)、25日(火)、3月3日(火)、10日(火)全４回
19:00～20:30
場所●般若の丘・いきいき館
講師●上野雅也さん(小鹿野町健康運動指導士)
内容●筋肉を鍛える運動を行います。
定員●15人　　費用●無料
※動きやすい服装で参加してください。
申込＆問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

※今月号の「図書館Q＆A」はお休みします。

日時●2月10日(月)、17日(月)、24(月)、3月2日(月)全4回
19:00～21:00
場所●小鹿野中学校第一体育館
内容●試合形式での実践体験　　定員●なし（申込者全員）
対象●小学生以上の町内在住・在勤者
費用●200円／人(保険代)
持ち物●動きやすい服装、体育館シューズ
申込＆問合せ●2月3日(月)から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

ソフトバレーボール教室　～初心者大歓迎！～

日時●3月8日(日)8:30開会式
場所●小鹿野中学校第一体育館
対象●小学生以上の町内在住・在勤者
費用●100円／人(保険代)
申込＆問合せ●3月2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

小鹿野町ソフトバレーボール大会

■第4回  小鹿野町図書館を使った
　調べる学習コンクール（11月24日）

■第１回  小鹿野町
　読書感想画コンクール（12月14日）

小学校低学年の部
町長賞  笠原　葵さん

小学校高学年の部
町長賞  鈴木悠斗さん

小学校低学年の部
最優秀賞  髙田莉暖さん

小学校高学年の部
最優秀賞  新井大成さん

12月21日に両神ふるさと総合会館において「ふる総フェスタ」を開催しました。
大勢の皆さんにお越しいただきありがとうございました。当日の様子を紹介します。

ワークショップでのツリーづくり 劇団にんぎょう畑さんによる人形劇 午後は楽しいステージライブ お客さんも大笑い

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　

3日(月)、10日(月)、17日(月)、21日(金)、25日(火)
1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日)、11日(祝)、15日(土)、
16(日)、22日(土)、23日(祝)、24日(月)、29日(土)

2月の
休館日



すだれ

受章・受賞 おめでとうございます受章・受賞 おめでとうございます

瑞宝双光章 受章　豊田房太郎さん
　長留の元長若小学校長、豊田房太郎さんに瑞宝双光章が贈られました。
　豊田さんは、昭和24年4月から公立小学校助教諭として奉職されたのち、
平成4年3月までの長きにわたり、公立小学校教諭、教頭、校長を歴任されま
した。
　この間、心身ともに健康な児童の育成と地域に根ざした学校教育の推進
など学校教育の振興と充実に大きく貢献され、このたび栄誉の受章となり
ました。

令和元年度農事功績表彰 緑白綬有功章　井上佳夫さん
　昨年11月21日に東京都港区三会堂ビル石垣記念ホールにおいて、般若の
井上佳夫さんが、令和元年度農事功績表彰「緑白綬有功章」を受章されました。
　農事功績表彰は、長年にわたり、たゆまざる努力と創意工夫によって、農業
における新技術や経営の改善に挑戦し、立派な経営を築くとともに、地域の
リーダーとして、技術の導入・普及、産地の形成、青年農業者の育成等に大き
な貢献をされてきた農業者等に対し、公益社団法人大日本農会総裁の秋篠宮
文仁親王殿下から贈られるものです。
　井上さんの長年にわたる秩父きゅうりの栽培技術向上、ブランド化及び後
継者育成の取組が高く評価され、今回の受章となりました。

令和元年度警察功労者表彰　新井寿美さん
　昨年11月14日に埼玉会館で開催された令和元年度県民の日記念式典に
おいて、両神小森の新井寿美さんが、埼玉県知事から警察功労者として表彰
されました。
　新井さんは、嘱託警察犬指導士として被疑者や行方不明者の探索のほか、
各種警察広報活動への積極的な協力、若手の警察犬指導士の育成など、多
くの業績を挙げ治安維持に貢献されました。

故 髙橋正一さん旭日単光章が贈られました
　昨年8月21日に逝去された小鹿野の髙橋正一さんに旭日単光章が贈られました。
　高橋さんは、平成4年11月に小鹿野町議会議員に当選以来、平成16年10月までの
3期12年間、広く民意の反映を図りながら高邁な政治信念をもって地域の発展と住
民福祉の向上にご尽力されました。
　この間、小鹿野町議会総務常任委員会の委員長として活躍するとともに、小鹿野町
議会副議長さらに議長を歴任し卓越した指導力をもって、円滑な議会運営を図り地方
自治の発展伸長に多大なる貢献をされました。

■文芸・美術展
日時●3月4日(水)～3月8日(日)9:00～17:00(8日は16:00
まで）
場所●小鹿野総合センター
内容●俳句、短歌、書道、絵画、陶芸の展示を行います。
■親子映画会　アニメーション映画「リボンの騎士」
日時●3月7日(土)10:00～(開場9:30～)
場所●小鹿野文化センター・視聴覚室
■映画会　人権社会教育ドラマ「いのち輝くとき」
日時●3月7日(土)14:00～(開場13:30～)
場所●小鹿野文化センター・視聴覚室
■華(生花)展　
日時●3月7日(土)、8日(日)9:00～17:00
場所●小鹿野文化センター・エントランスホール
■音楽・舞踊・郷土芸能の集い
期日●3月8日(日)
場所●小鹿野文化センター・ホール
第１部(民踊・舞踊・フラダンス・三味線・歌謡・歌舞伎)
時間●10:30～15:00
第２部(大正琴・琴・コーラス・太鼓・軽音楽)
時間●16:00～19:00
■障がい者支援施設による出店(飲食物等)
日時●3月8日(日)10:00～
場所●小鹿野文化センター・エントランスホール
問合せ●小鹿野文化団体連合会事務局(中央公民館)
　　　　☎75-0063

第33回小鹿野文化祭

日時●2月23日(祝)8：00開会式
場所●小鹿野中学校第二体育館
対象●西秩父地域に在住・在勤者又は小鹿野フットサルクラブ
の登録者が所属しているチーム　　費用●1,000円
申込＆問合せ●2月13日(木)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

小鹿野町フットサル大会

日時●3月15日(日)8:00受付
場所●下小鹿野運動場
対象●西秩父地域に在住・在勤者
申込＆問合せ●2月27日(木)までにお申し込みください。小鹿
野文化センター・社会教育課☎75-0063

町民グラウンドゴルフ大会

任期●令和2年4月1日～令和4年3月31日
人数●若干名　　報酬●年額68,000円
活動内容●町のスポーツ事業への協力、スポーツ教室・大会の
実施
資格●町内在住、在勤の満18歳以上の人でスポーツが好きな人
選考●書類選考で決定します。
申込＆問合せ●応募用紙に必要事項を記入のうえ、2月3日
(月)から28日(金)までにお申し込みください。なお、応募用紙
は小鹿野文化センターで配布しています。小鹿野文化セン
ター・社会教育課☎75-0063

小鹿野町スポーツ推進委員募集

　令和2年も早1か月経過しました。年末年始には新しい
年の運勢を占うテレビや雑誌、寺社仏閣にお参りしての
おみくじなど、今年一年がどんな年になるか、気にする機
会が多くあったことと思います。
　町内の指定文化財の中にも、一年を占う伝統行事が3
つあります。
　1つ目が、1月14・15日に倉尾馬上諏訪神社で行われ
た「馬上のクダゲエ〔管粥〕(筒粥の神事)」（県選択・町
指定無形民俗文化財)です。14日夜に篠竹を
45本（今年は旧暦の閏年のため46本）簾編み
に巻いたものを粥と一緒に炊き上げ神前に供
え、15日朝に管を割り言い伝えと経験をもとに
一年間の天候、30種の作柄、雨、風、大世（社
会情勢等）を占います。
　2つ目が、2月11日に伊豆沢諏訪神社で行わ
れる「伊豆沢の天気占い(的矢の神事)」(県選
択・町指定無形民俗文化財)です。宮元と称する3軒の
家が奉仕し、弓矢作りも行います。杉林に立てられた的に
最初に悪魔っ払いの矢2本で的を射越し、次いで6本の

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.22 ◆令和2年の運勢は・・・◆

矢を交代で繰り返し射て12か月の天候を占います。的外
れの月は風、白にあたれば晴れ、黒は雨が多いとされて
います。
　3つ目が、2月25日に両神薄出原諏訪神社で行われる
「出原の天気占い」(県指定無形民俗文化財)です。矢羽
根に諏訪神社と古鷹神社の区別をつけて作った篠竹製
の矢4本を2人組3回計12回射ます。的外れが多いと大
風、白が多いと晴天、黒は雨が多い年というように占いま

す。また祭り終了後に粳と
大豆の粉で作ったシトギ
が振舞われます。この習
俗も珍しいもので、地元で
継承されています。

伊豆沢の天気占い

出原で配られるシトギ
「疫病にかからない」
「風邪をひかない」といわれている

うるち

おおよ
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　小鹿野町議会12月定例会において、下小鹿野の
黒澤耕太郎さんを小鹿野町
監査委員に選任しました。
　監査委員は、地方自治体の
財務管理、事業の経営管理そ
の他行政運営に関し、優れた
識見を有することが必要で、
議会の同意を経て選任されま
す。
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☎（
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）1
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1

１2月

11月

２日
５日
１９日
２０日

小鹿野
三山
飯田
両神小森

小鹿野
１1月
２８日 関口 愛月（直也）

あいら

ご出産おめでとうございます。
《１2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。
《１2月中の同意書届出・敬称略》

２２日
２６日

飯田
小鹿野

強矢 松次（８７）
大木 喬二（８０）

祝 悼

小鹿野
関根祐二さん・千春さん

陽翔(はると)くん

我が家の

天使天使

両神

簡単な手話を覚えましょう【第17回】簡単な手話を覚えましょう【第17回】

おがのシルクロード商店会より

期限付商品券有効期限の

お知らせ

おがのシルクロード商店会より

期限付商品券有効期限の

お知らせ

握った拳を右、左の順で一度
ずつ上下させる。

両手の掌を２回たたき合わ
せる。

令和元年度麻薬・覚醒剤乱用防止功労者　
鷹啄忠男さん
　昨年11月23日に開催された令和元年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動埼玉大会にお
いて、下小鹿野の鷹啄忠男さんへ埼玉県知事から麻薬・覚醒剤乱用防止功労者とし
て感謝状が贈呈されました。
　鷹啄さんは、平成17年に薬物乱用防止教育講師の認定を受け、現在も埼玉県薬
物乱用防止指導員として活動されています。また、所属する西秩父ライオンズクラブ
からの選出を受け、秩父保健所管内の薬物乱用防止指導員協議会員として長きにわ
たり活動されました。この間、各種啓発活動のほか、町内の小・中学校で実施された
薬物乱用防止教室の講師として、青少年の薬物乱用防止対策にもご尽力されました。

上郷健交クラブ
　昨年12月18日に倉尾の上郷健交クラブ(代表　
髙橋寅一郎さん)へ町から感謝状を贈呈しました。
　上郷健交クラブは、住民一人ひとりの健康意識や
体力の向上を目指す取組と、地域の交流を深めるた
め、楽しい地域づくりや助け合い支えあえる地域づ
くりを継続的に実施されています。町民の模範となる活動に対し、このたび町から感謝の意を表しました。

中村 六平（９４)
飯野 種作（８７)
黒沢 賢一（６６)
森越ミドリ（８６)
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埼玉県知事感謝状が贈呈されました埼玉県知事感謝状が贈呈されました

町から感謝状を贈りました町から感謝状を贈りました

小鹿野町監査委員を

選任しました

小鹿野町監査委員を

選任しました

「税についての作文」「税についての作文」

第12回

コーラスフェスティバル
第12回

コーラスフェスティバル
　秩父地域で活動している合唱団体が一堂に会します。
小鹿野町のコーラス団体「コーラス薊」「コーラスやま
びこ」も出演します。
日時●2月23日(祝)12:30～16:30
場所●秩父ミューズパーク音楽堂(入場無料)
問合せ●事務局☎24-2534(池田まで)

受賞 おめでとうございます受賞 おめでとうございます

◆秩父税務署長賞
『住みやすい町』
　秩父農工科学高等学校1年　小林奈々未さん

◆秩父税務署管内税務協力会長賞
『私たちの暮らしと税金』
　小鹿野中学校3年　岩田紅葉さん

◆秩父地区納税貯蓄組合連合会　佳作
『私たちの税金』
　小鹿野中学校3年　石田　薫さん

　上記の受賞作品及び先月号で紹介しました「税
に関する中学生の標語」受賞作品を、小鹿野文化
センターエントランスにて展示します。ぜひ、ご覧
ください。
展示期間●2月3日(月)～14日(金)

外遊び大好き!!

これからも

ボクといっぱい遊んでね!!外遊び大好き!!

これからも

ボクといっぱい遊んでね!!

　今年度、おがのシ
ルクロード商店会で
発行しています期限
付商品券の有効期限
は下記のとおりとなっています。まだ、お手元に期限付商品券
をお持ちの人は、有効期限までにシルクロード商店会商品券加
盟店にてご利用ください。
有効期限●2月29日(土)まで
問合せ●おがのシルクロード商店会(西秩父商工会内)
　　　　☎75-1381(8:30～17:15) ※定休:土・日・祝日
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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●2月17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●①2月25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●2月28日(金)14:00～
相談員／医師
日時●3月10日(火)13:30～
■ひきこもり専門相談
相談員／公認心理師
日時●3月3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●3月17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●2月25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●2月18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●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。

■休日在宅歯科当番医
　 診療時間／10:00～13:00

2月23日
24日

小鹿野町
長瀞町

☎72-7201
☎66-3418

しまだ歯科医院
野上歯科医院

※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

2月1日
8日、22日
15日、29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 ■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。

●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

■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

2月2日

9日

11日

16日

23日

24日

医師会休日診療所
(内・小)
熊木町 ☎23-8561

在宅当番医療機関
診療時間／9:00～18:00

小鹿野町  
日野田町  
小鹿野町  
本町  
横瀬町  
相生町  
小鹿野町  
大野原  
小鹿野町  
皆野町  
日野田町  
山田  

☎75-2332
☎22-0043
☎75-2332
☎25-2711
☎24-0160
☎26-7001
☎75-2332
☎22-6122
☎75-2332
☎62-0039
☎22-3000
☎22-3315

小鹿野中央病院（内） 
近藤医院（内・小）
小鹿野中央病院（内）
あらいクリニック（小・内）
荒舩医院（内・外）
あいおいクリニック（内・消内）
小鹿野中央病院（内） 
石塚クリニック（内・呼） 
小鹿野中央病院（内） 
金子医院（内） 
松本クリニック（内）
水野医院（内）

診療時間／8:30～翌日の8:30

皆野町
  
和泉町
  
桜木町
  
桜木町
  
和泉町
  
皆野町
  

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

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

2月2日

9日

11日

16日

23日

24日

2月2日

9日

11日

16日

23日

24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。

期日
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馬上のクダゲエ(管粥)　
1/14、15
（藤倉）

山田大久保の道陸神焼き　
1/14（両神小森）

講演会では、中学生や高校
生へ「人と目標を共有する
ことが目標達成への最大
の近道である」との熱い言
葉を伝えられました。

小鹿野町消防団出初式
1/12
（小鹿野庁舎前庭）

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

西武鉄道主催の
カボス摘み取り
体験のお手伝い
をさせていただ
きました。（片桐）

借りてる畑から無事にダ
リアの球根ができました。
（沢田）

「黄金の雫祭」を氷柱と
同時期に開催！2月28日
まで町内の飲食店など
17店舗で、完熟した黄
色のカボスを使った美
味しいメニューが楽し
めます！（工藤）

尾ノ内紅葉祭りにてお手伝いを
させていただきました。（星）

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.32VOL.32

観光交流館での月一イベントが、多くの方のご協
力のもと少しずつ賑わってきました！(写真は12月
のクリスマスイベント)
小鹿野町PRイベントへの参加、SNSでの情報発信
も継続し、2月は東京有楽町のイベントで小鹿野町
のプレゼンをさせていただきます！（宮本）

　町内の各店舗で、町の特産品である完熟した「秩父かぼす」を使ったオリジナル
メニューやドリンクが召し上がれます。
期間●2月28日(金)まで
参加店●春雷・元六・須崎旅館・ゑびすや・越後屋旅館・鹿粋軒・八宮松雪堂・
あづまや・みち庭・レストラン イデウラ・ひろば・食彩和らく・ぶんぶん・酒処山びこ・
お食事処ななたき・たちばな・槻川家

フェイスブックにて、随時情報を更新しています。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

「秩父かぼす 黄金の雫祭」を開催しています「秩父かぼす 黄金の雫祭」を開催しています

Facebookページをチェック！➡

かぼしか

日本エゴマ協会のエゴマ
マイスターに認定されま
した。（太田）

完熟カ
ボスの

限定メ
ニュー

地域おこし
協 力 隊

新井涼平選手講演会
＆実演
12/16
（小鹿野文化センター・
小鹿野高校グラウンド）

小鹿野警察署管内
交通死亡事故ゼロ
継続3000日達成
12/26

法養寺薬師尊の縁日　1/8
（両神薄）

御神体の石を中心に焚き
上げた後、数十メートル先
のお堂に、熱の残る御神体
を素手で戻す習わしがあり
ます。

◆占い結果◆
天候／晴れ、雨ともに平穏な年　
農作物／すべての農作物でまず
まずの出来、特にキビは良い。　
大世(社会情勢等)／昨年に比べ
だいぶ良い。落ち着いた年になる。

くだがゆ

おおよ
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日時●2月27日(木)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31年1月、2月、4月、令和元年5月、7月、8
月、10月、11月生まれ[予防接種]令和元年7月、8月生まれと2
月26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●2月28日(金)13:00～13:50　　
場所●児童館
該当児●平成26年11月～平成27年
3月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票

5歳児健診

■長寿筋力アップトレーニング教室
　筋肉を鍛えることで、いつまでも若々しい体を保つことがで
きます。筋肉も含め、体を動かす機会をつくりませんか？
日時●①2月12日(水)、26日(水)14:00～15:00
　　　②2月13日(木)、27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。

■郷土料理伝承ボランティアのメンバーを募集します！
　町に受け継がれてきた郷土料理を時代に合わせてアレンジ
したり、季節の野菜から創作レシピを作ったり、様々なアイディ
アから自分たちの小鹿野料理を作り、次世代に伝承していきま
せんか。
日時●2月17日(月)10:00～11:30
　　　3月16日(月)10:00～13:00
※2月と3月の連続教室ですので、1回のみの参加はできません。
場所●いきいき館・和室及び調理室
対象●20歳以上の人　　定員●20人
内容●2月は郷土料理からアレンジ料理を考えたり、健康につ
いての話や今後の方針を決めます。3月は考えたレシピの調理
実習やレシピの修正を行います。
持ち物●（1回目）筆記用具（2回目）三角巾、エプロン
申込●2月14日(金)までに保健課へお申し込みください。

■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●2月13日(木)、21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●2月19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●2月21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●2月18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」
健診は毎年必ず受けましょう

令和2年度　
町立病院の「人間ドック予約」は2月から受付開始

健診は毎年必ず受けましょう

令和2年度　
町立病院の「人間ドック予約」は2月から受付開始

高齢者肺炎球菌定期予防接種は
お済みですか
高齢者肺炎球菌定期予防接種は
お済みですか
対象●過去に一度も高齢者肺炎球菌の予防接種を
受けていない人で、次に該当する人
①令和元年度中(令和2年3月31日まで)に、65歳、
70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳になる人、又
は100歳以上の人
②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼吸器
の機能又はヒト免疫不全ウィルスにより免疫機能に
重い障がいのある人
費用●自己負担金1，500円（医療機関の窓口にお支
払いください。）
接種期間●令和2年3月31日までに1回
受け方●対象となる人は、必ず保健課にお越しくだ
さい。(予診票をお渡しします。)
※65歳の人に限り、昨年4月に予診票を郵送しまし
た。医療機関に各自予約した後、予診票を医療機関
に持参して予防接種をしてください。ご不明な点は
保健課にお問い合わせください。

風しん抗体検査及び風しん
第5期定期予防接種を受けましょう
風しん抗体検査及び風しん
第5期定期予防接種を受けましょう
　風しんの追加的対策として、これまで風しんの予防
接種を受ける機会のなかった世代の男性を対象にし
た、風しんの抗体検査と予防接種を公費(無料)で受
けられます。この機会にぜひ検査を受けましょう。
対象●昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生の男
性(今年度は、昭和47年4月2日～昭和54年4月1日
生の人にクーポン券を送付しました。クーポン券未送
付の人で希望される人は、ご連絡ください。）
接種期間●令和元年～令和4年3月31日までの3年間
受け方●医療機関に予約をし、クーポン券と身分証
明書（免許証や保険証）を持参し、まず抗体検査を受
けてください。抗体検査の結果、十分な抗体がないと
判断された人は、再度、医療機関に予約をし、クーポ
ン券と抗体価検査結果を持参し予防接種を受けてく
ださい。ご不明な点は保健課にお問い合わせくださ
い。

健康教室・健康診査コーナー 申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

Hm1

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●2月17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

■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●2月18日(火)、25日(火)18:00～19:30
対象●20歳以上の町民で初めていきいき館を利用する人
申込●いきいき館☎75-4477
内容●いきいき館の利用方法（運動器具の使い方）
持ち物●運動靴、運動のできる服装、タオル、飲み物　

Hm1

　音楽で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●2月6日(木)、20日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター　　対象●65歳以上の人

Hm1バンビちゃんの会

※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)
※2月の開放日は、4日、5日、6日、12日、13日、18日、19日、
20日、25日、26日、27日(13日、27日は運動教室有)

　検査項目が充実し、予定に合わせて予約しやすい人間ドックで定期的に健康チェックを
受け、あなたやご家族の健康を守っていきましょう。
　町が補助する人間ドックを希望される場合は、事前に「予防健診費補助金交付申請書」を
提出してください。

ヘルスアップ事業おがの

■郷土料理教室
　麺から作るおっきりこみ。まだまだ寒い時期が続きますので、
手作りおっきりこみで身体の芯から温まりましょう。
日時●①2月27日(木)10:00～13:00
　　　②2月29日(土)10:00～12:30
場所●①いきいき館・調理室
　　　②両神ふるさと総合会館・調理実習室　
対象●①20歳以上
　　　②親子(お子さんは幼稚園の年長年齢以上)
定員●①25人(申込順)　②8組(申込順)
内容●おっきりこみを麺から作ります。
費用●200円/人(材料代)　※例)親ひとりと子ひとりの場合は400円
持ち物●エプロン、三角巾、タオル
申込●①2月21日(金)までに保健課(☎75-0135)へ
　　　②2月25日(火)までに両神公民館(☎79-1311)
　　　　又は保健課(☎75-0135)へ

Hm1

実施期間●令和2年4月～令和3年3月まで
提出期限●令和2年4月・5月に受診を希望する人は、3月13
日(金)まで、6月以降希望する人は、受診日の2カ月前までに提
出してください。
補助額●国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合　3万円
社会保険の場合　上限1万8千円

※ご自身の加入保険等により補助額が異なり、
補助が受けられない場合もあります。
※詳細については、各世帯に配付した人間ドッ
ク申し込みの書類をご覧ください。ご不明な点
は保健課にお問い合わせください。
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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　2月9日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　子供の広場
費用　乗馬体験500円／人
シイタケコマ打ち体験
日時　3月1日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,500円 　定員　20人(抽選)
締切　2月14日(金)必着
そば打ち体験

日時　3月15日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円 　定員　20人(抽選)
締切　2月28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

大人の木工体験(折りたたみ式三
段ラック)
日時　3月8日(日)10:00～16:00
内容　軽くて丈夫な気軽に持ち運び
が出来るとても便利な折りたたみ式
三段ラックを杉材で制作します。
対象　一般20歳以上
費用　3,000円 　定員　5人(申込順)
締切　3月1日(日)
そば打ち体験

日時　3月22日(日)10:00～13:00
内容　地元講師の説明により、奥秩
父のおいしい水を使用し手打ちそば
を作ります。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　3,000円／組(昼食付き)
定員　5組(申込順)※1組4人まで
締切　3月15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
幻の「秩父紅」開花＆七宝焼作品展
　秩父固有種の紅色の福寿草「秩父
紅」が一万株開花します。また、森の
美術館では「七宝焼作品展」も開催し
ます。
日時　2月9日(日)～3月15日(日)
10:00～16:30
場所　ムクゲ自然公園
費用　秩父紅入場料500円(中学生
以上)、美術館入場無料
金子兜太ドキュメンタリー映画「天

地悠々 兜太・俳句の一本道」
　俳句に人生を懸けた金子兜太のみ
ずみずしい言葉が溢れ出すドキュメ
ンタリー映画です。
日時　2月16日(日)10:30～、14:00～
場所　ムクゲ自然公園・森のホール
費用　1,000円(高校生以下500円)
問合　ムクゲ自然公園☎62-1688

ムクゲ自然公園からのお知らせ

①親子で楽しむ立春の長 山登宝「!
ロウバイハイキング・陶芸体験」
日時　2月22日(土)9:30～15:00
場所　長 「一隅舎」集合
対象　幼児、小･中学生とその家族
30人
費用　2,700円程度
②両神四阿屋山ロウバイ・フクジュ
ソウハイク(山道7㎞)
日時　2月27日(木)9:15～13:00
場所　両神温泉薬師の湯集合
※薬師の湯に入浴(希望者のみ)でき
ます。
対象　一般20人　
費用　無料(入浴希望者600円)
③親子で楽しむ手作りグルメキャン

ま華中、ばそち打手のりわだこ「!プ
んじゅう、手作りスモーク体験」
日時　3月7日(土)11:00～8日(日)
13:00(1泊2日)
場所　大滝げんきプラザ
対象　幼児、小・中学生とその家族 
50人
費用　4,800円程度
申込&問合　①②③ともに2月1日
(土)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

自衛官候補生
試験日　3月5日(木)予定
応募資格　18歳以上33歳未満の男女
締切　2月28日(金)
※試験日は、変更になる場合があり
ますので、詳細はお問い合わせくだ
さい。
※募集は年間を通じて行っています。
問合　自衛隊秩父地域事務所
☎22-6157
予備自衛官
応募資格　自衛官として１年以上勤
務した人(自衛官候補生の期間を含
む)
※採用時の年齢は、退職時の階級に
より異なります。
採用　本人の志願に基づき、選考に
より採用
身分　非常勤の自衛隊員(特別職国
家公務員)
任用期間　1任期3年
問合　自衛隊埼玉地方協力本部援
護課☎048-831-6045

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　2月5日(水)10:00～７日
(金)11:30
問合　国民宿舎両神荘☎79-1221

日時　3月27日(金)13:30～17:00
場所　埼玉県県民健康センター・大
ホール
内容　R2地価公示にみる埼玉の不
動産市況、2020年度の不動産市場
特別講演　ラグビー日本代表勝利の
方程式(仮題)
【講師】ラグビーワールドカップ
2019埼玉ラグビーアンバサダー 
堀越正己氏
対象　350人(申込順)
申込＆問合　3月16日(月)までに住
所、氏名、電話番号、FAX番号を記入
のうえ、はがき又はFAXでお申し込
みください。
公益社団法人埼玉県不動産鑑定士
協会☎048-789-6000　
FAX048-789-6160

一般公開セミナー(入場無料)
「経済社会と埼玉県の不動産価格」

座口「、はに付納の料険保金年民国　
振替」がご利用になれます。
　口座振替には、当月分保険料を当
月末に振替納付することにより、月々
50円割引される「早割制度」や、現金
納付よりも割引額が多い「6カ月前

大、りあも」納前年2「、」納前年1「、」納
変お得です。
　口座振替をご希望の人は、納付書
又は年金手帳、通帳、金融機関届出
印を持参のうえ、ご希望の金融機関
又は年金事務所へお申し出ください。
　また、現金納付と割引額は同じで
すが、口座振替と同様に定期的なお
支払いで納め忘れの心配がなく、金
融機関等へ行く手間と時間が省ける
「クレジットカード納付」もあります。
※「早割制度」は口座振替のみです。

国民年金保険料は口座振替が
便利でお得です！

日時　2月29日(土)10:00～16:00
場所　熊谷市立商工会館
面談相談　2月27日(木)17:00まで
に事前の予約をお願いします。
☎048-863-7861
電話相談　事前の予約は不要です。
☎048-872-8055(当日のみ通話が
可能です。)
問合　埼玉司法書士会
☎048-863-7861　
FAX048-864-2921

遺言・相続の疑問にお答えします
「遺言・相続無料相談会」

日時　3月11日(水)
18:30～20:00
場所　秩父地域地場
産業振興センター･大
ホール(4階)
演題　「働き方改革が
企業の未来を拓く」
講師　森永卓郎氏(獨協大学教授/経
済アナリスト)

経営者目線の『働き方改革』
森永卓郎氏講演会

　当校では、就職に必要な知識や技能
を習得していただくための実技を中心
とした職業訓練を実施しています。
募集期間　
①電気設備管理科(1年)
2月6日(木)～21日(金)
②介護サービス科(6カ月)
2月14日(金)～3月9日(月)
募集定員　各科　若干名
選考　①2月27日(木)学科、面接
②3月12日(木)面接
※定員に達した場合、募集をしない
こともあります。
問合　熊谷高等技術専門校秩父分
校☎22-1948

熊谷高等技術専門校秩父分校　
4月入校生追加募集

イベント

募  集

案  内

自衛官募集

期間　5月26日(火)～6月17日(水) 
※月曜休館、観覧無料
時間　10:00～17:30
場所　県立近代美術館
部門　日本画、洋画、彫刻、工芸、書、
写真
応募資格　15歳以上の県内在住、在
勤、在学者(中学生を除く)
出品点数　各部門3点まで
出品料　1点につき3,000円
搬入　【個人搬入】5月8日(金)、9日
(土)、10日(日)【業者搬入】5月7日
(木)、9日(土)、10日(日)各日とも
10:00～16:30
※業者搬入日のうち7日は日本画、洋
画、書のみの受付13:00～16:30
応募方法　開催要項を確認のうえ、
搬入期間内に近代美術館へ直接持
参してください。※事前申込不要
開催要項等　埼玉県文化資源課の
ほか、小鹿野文化
センターでも配布
しています。
問合　埼玉県教育
局文化資源課
☎048-830-6925

第70回記念
埼玉県美術展覧会の作品募集

検索埼玉県美術展覧会

対象　一般　定員  300人
費用　無料(整理券配布)
問合　一般財団法人秩父地域地場
産業振興センター☎25-0088

※4月からの「前納」を希望の場合は、
2月末までに手続きをお願いします。
問合　秩父年金事務所国民年金課
☎27-6560(平日8:30～17:15)
※音声ガイダンス2→2

　障害者に対する虐待を発見した人
は、障害者虐待防止法により行政機
関などに通報することが義務付けら
れています。
　家庭、施設、勤務先などで、障害者
虐待で悩んでいる人、障害者虐待と
思われることを見たり聞いたりした人
は連絡してください。
　なお、生命の危険があるなど緊急
の場合は、警察(110番)へ通報してく
ださい。
埼玉県虐待通報ダイヤル

☎＃7171　(24時間365日対応)
保健福祉センター・福祉課
☎75-4109　FAX75-4710
＜休日・夜間の連絡先＞　
【休日】☎75-4109　
【夜間】☎75-1221 
※休日の昼間(8:30～17:15)は日直
が、休日・平日の夜間は警備委託先が
受理します。

障害者への虐待を見たら
通報をお願いします
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