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2月1日現在　【世帯数】4,680世帯
　　　　　　【総人口】11,433人【男性】5,674人【女性】5,759人
1月中の異動　出生3人/死亡24人/転入13人/転出18人
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2020（令和2年）NO.174 広報おがの／令和2年3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2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/▲子育て支援センター/●児童館/◎保健福祉センター/■いきいき館/◆文化センター/★両神ふるさと総合会館/☆両神振興会館 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

▲子育てサークル
▲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

▲子育てサークル
■開放日

▲1日開放

▲1日開放

▲ふれあい遊び
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲発育測定・誕生会
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲おはなし会
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
◎認知症相談日
■開放日・講習会

▲開放

▲開放
■郷土料理ボランティア

▲開放
■ヘルスアップ教室
■ABI測定

▲開放 ▲開放
■開放日

▲開放
■開放日

▲開放
■ステップ体操■開放日

▲開放
◆健康講演会
■開放日・講習会
◎認知症相談日

春季全国火災
予防運動

彼岸入り

ひな祭り 啓蟄 消防記念日

▲すくすく(ふれあい遊び)
▲開放
●バランスボール教室
■ステップ体操

▲開放
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
●バランスボール教室
■開放日

★図書館休館日

▲すくすく(離乳食)
▲開放
お茶会･交流会
(長寿ハウス)
●3歳児健診
■ステップ体操

▲すくすく(計測)
▲よちよち
■ステップ体操

▲親子のびのび体操
◎ひきこもり相談
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲てくてくじゃんぷ
●はぐくみ相談
　(ことば)
■体組成測定
■開放日

▲子育て相談
▲開放
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲1日開放

▲1日開放

▲1日開放

▲ひなまつり会
■開放日

▲開放

▲大きくなったね!
　お楽しみ観劇会
●1.6・2歳児健診
●認知症家族会
■開放日

春分の日

清明

★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
　（生花展・映画会）

★図書館休館日 ◆結婚相談

★図書館休館日

◆映画会
★おはなしの会

小 鹿 野 町小 鹿 野 町

奈倉大徳稲荷の例大祭
（下小鹿野） オヒナゲエ（河原沢） 琴平神社例大祭（長留）

日本武神社例大祭
（般若）十六様
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★図書館休館日
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今月の納税は
ありません

◆小鹿野文化祭
　（生花展・舞台公演）

子育て支援センター 豆まき会　2/3
　節分のこの日、子育て支援センターでは、親子で
かわいい鬼のお面をつくり、豆まき会を楽しみました。
　鬼の登場にびっくりする子、豆(紙を丸めたもの)を
ぶつける子、赤い服の人が遊びに来たと思っている
子!?、さまざまな子どもたちの表情を見ることができ
ました。

子育て支援センター 豆まき会　2/3
　節分のこの日、子育て支援センターでは、親子で
かわいい鬼のお面をつくり、豆まき会を楽しみました。
　鬼の登場にびっくりする子、豆(紙を丸めたもの)を
ぶつける子、赤い服の人が遊びに来たと思っている
子!?、さまざまな子どもたちの表情を見ることができ
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　大勢の皆さんの応募の中から、選考委員や町内の子どもたちの投票によって選ばれた
小鹿野町公式のご当地キャラクター「おがニャッピー」。まもなく、町のイベント会場など
でも、皆さんの前に登場してあいさつできるようになりますが、皆さんにより身近に感じ
ていただけるようにプロフィールを紹介します。

　大勢の皆さんの応募の中から、選考委員や町内の子どもたちの投票によって選ばれた
小鹿野町公式のご当地キャラクター「おがニャッピー」。まもなく、町のイベント会場など
でも、皆さんの前に登場してあいさつできるようになりますが、皆さんにより身近に感じ
ていただけるようにプロフィールを紹介します。

小鹿野町公式ご当地キャラクター

おがニャッピーを紹介します！！

小鹿野町公式ご当地キャラクター

おがニャッピーを紹介します！！

　おがニャッピーのデザインは使用の要件を満たし、町からの承認が得られれば、無料で使用
できます。
申請方法●使用に関する申請書を町ホームページからダウンロードしていただくか、小鹿野庁
舎・総合政策課にて入手いただき、必要事項を記入のうえ、総合政策課へ提出してください。
使用承認期間●承認日から起算して最長2年間です。ただし、更新は妨げません。
禁止事項●次のいずれかに該当する場合は使用できません。
①町の信用及び品位を害し又は害するおそれがあるとき
②自己の商標や意匠とする等、独占的に使用し又は使用するおそれがあるとき
③法令又は公序良俗に反し又は反するおそれがあるとき
④特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与え
るおそれがあるとき

　名前
おがニャッピー
　性別
男の子
　出身
両神山
　年齢
5歳
　性格
明るく感動やさん
　好きなもの
花・歌舞伎・毘沙門水
　大切なお友達
つららん
みどりの
　趣味
ボルダリング
　特技
小鹿野町のPR
利きわらじカツ
こじか筋力体操

おがニャッピー
プロフィール

こんな
『おがニャッピー』は
いかがですか？ 『おがニャッピー』デザイン集（一例） おがニャッピーのデザインの使用について

やる気・ガッツ 歌舞伎 勉強・授業 花に水

※デザインは、今後も制作していきます

おがニャッピーテーマソングも
完成間近!!
　現在、おがニャッピーのテーマソングを
制作中で、まもなく完成予定です。
　作詞・作曲は、小鹿野町出身でオートバ
イによるまちおこし事業のテーマソング
「Sweet　Road　～R299～」を制作した
ミュージシャンのACKO(あっこ)さんです。
　もうすぐお披露目となりますが、今回は
先行して歌詞を紹介します。
　どうぞ、お楽しみに！

ACKO【作詞・作曲・編曲】
ギター/ベース/ピアノ/クラリネット
メインボーカル、コーラスでも活躍
「ONE PIECE」「ケロロ軍曹」等のアニメを始め、数々の
楽曲提供、楽曲に参加

問合せ●このほか詳細は、
町ホームページをご覧い
ただくか、小鹿野庁舎・総
合政策課までお問い合わ
せください。☎75-1238

お辞儀

ニャンでシカ？ニャンでシカ？ニャンニャンニャンニャンニャンでシカ？
ニャンでシカ？ニャンでシカ？ニャンニャンニャンニャンおがニャッピー

猫けぇ鹿けぇ何なん？(よぉよぉ)猫だい鹿だいおがニャッピー
わらじカツカツぶら下げて　ドンドコピーヒャラシャンシャンシャン
こんにゃくしゃくし菜食えいな竹あかりぽっかりうっとり
ダリアも見るシカ行くシカ　ドンドコピーヒャラシャンシャンシャン
年中お祭りわっしょい！(わっしょい)花火がドカンと上がらぁ(ドッカン)
泣けい笑えい歌舞いて見せらぁ　ドンドコピーヒャラシャンシャンシャン

夕焼け染まるは両神山知らざあ言って聞かせやしょう 

 オ オ オ オ オ オ　　　　　　　　　 　オオオオオオ

OOOOOO小鹿野彩れ未来へ 　　OOOOOO小鹿野輝け世界へ

ニャンでシカ？ニャンでシカ？ニャンニャンニャンニャンニャンでシカ？
ニャンでシカ？ニャンでシカ？ニャンニャンニャンニャンおがニャッピー

ニャンだか知らねぇそうなん！(よぉよぉ)猫だい鹿だいおがニャッピー
隈取り入れりゃあ幕靡く　ドンドコピーヒャラシャンシャンシャン
てぇげぇお祭りわっしょい！(わっしょい)花火がドカンと上がらぁ(ドッカン)
聞けい唄えい歌舞いて見せらぁ　ドンドコピーヒャラシャンシャンシャン

毘沙門水の煌めきにこいつぁ春から縁起がいいわい 

 オ オ オ オ オ オ　　　　　　　　　 　オオオオオオ

OOOOOO小鹿野彩れ未来へ 　　OOOOOO小鹿野輝け世界へ

 オ オ オ オ オ オ　　　　　　　　　 　オオオオオオ

OOOOOO小鹿野彩れ未来へ 　　OOOOOO小鹿野輝け世界へ

(君の舞台にまた華が咲く)(小さな夢も大きな夢ももう一度叶えよう)

ニャンでシカ？ニャンでシカ？ニャンニャンニャンニャンニャンでシカ？
ニャンでシカ？ニャンでシカ？ニャンニャンニャンニャンおがニャッピー

Up!Pick
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災害時における協定を締結しました災害時における協定を締結しました

　小鹿野町政策審議会(小松征三会長)は、町長の意思決定に
際して専門的な立場から特別な事項を調査・審議する合議制の
機関として設置されました。
　令和元年6月27日に「定住・移住・交流人口の増加施策につい
て」の諮問を受け、令和2年1月20日に答申を行いました。
　この答申では、
(1)コンパクトシティ化を基本とした新町づくり
(2)空き家の掘り起こしと都市住民との交流
(3)新規就農支援と農家の事業承継
(4)移住促進の積極的な情報発信と小鹿野コンシェ
ルジュの体制整備

(5)地域おこし協力隊や山村留学生、外国人労働者
による定住移住促進

(6)学校教育の特色化
(7)地域資源の発掘による観光交流人口の拡大
の7項目が示されました。

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

募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建 2LDK 65.6㎡
所在地●小鹿野町小鹿野1911番地
　　　　(小鹿野小学校西約100ｍ)

町営住宅の入居者を募集します町営住宅の入居者を募集します
町営住宅春日団地町営住宅春日団地 共通事項

募集期間●3月9日(月)～19日(木)
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
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204

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)

町営住宅笠原団地町営住宅笠原団地

埼玉県行政書士会と「災害時における
被災者支援に関する協定」を締結
埼玉県行政書士会と「災害時における
被災者支援に関する協定」を締結

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

役場庁舎建設基本設計・実施設計業務委託
契約を締結しました

　2月4日に秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町で構成する、ちちぶ
定住自立圏と埼玉県行政書士会は「災害時における被災者支援に関する
協定」を締結しました。
　この協定は、ちちぶ定住自立圏域内に大規模災害が発生した場合等に
おいて、同会に被災者支援のための業務相談を実施していただく内容と
なっています。

有限会社戸田乳業と「災害時の施設利用等に
関する協定」を締結
有限会社戸田乳業と「災害時の施設利用等に
関する協定」を締結

　1月30日に小鹿野町と有限会社戸田乳業は「災害時の施設利用等に関
する協定」を締結しました。
　この協定は、町の指定避難所への避難が困難な場合に、同社の施設を
一時避難所として利用できることや、町の指定避難所である小鹿野高等学
校体育館で避難者を受け入れた際、同社で製造している飲料を一時的に
避難者へ提供すること、同社に設置されているＬＰガスバルク貯槽、ＬＰガス
発電機などを町で使用することについて定めたもので、町の災害対応の活
動に際し、大きな力になっていただける内容となっています。

ヤフー株式会社と「災害に係る情報発信等に
関する協定」を締結
ヤフー株式会社と「災害に係る情報発信等に
関する協定」を締結

　昨年11月29日に小鹿野町とヤフー株式会社は「災害に係る情報発信等
に関する協定」を締結しました。
　この協定では、災害時に町ホームページのキャッシュ(別の複製)サイト
を同社のサービス上に掲載し、アクセス集中による閲覧しにくい状況を防
ぐとともに、同社の防災アプリ「Yahoo!防災速報」で、避難勧告などの避難
情報を掲載するなどして、災害時の緊急情報を周知するものです。

Yahoo!防災速報とは
　ヤフー株式会社がスマートフォン向
けに無料で配信している防災アプリで
す。スマートフォンをお持ちでない人は、
パソコン向けの登録制メールでのサー
ビスもありますので、ご活用ください。

　町では、引き続き各分野の協力体制の整備を積極的に進め、
防災対策に万全を期してまいります。 問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

　町では、公募型プロポーザルにより、役場庁舎建設基
本設計・実施設計業務委託を進めていましたが、1月28
日に開催した第2回小鹿野町役場庁舎建設基本設計・実
施設計業務プロポーザル審査委員会において、第二次
審査(技術提案書等のプレゼンテーション及びヒアリン
グ)を実施した結果、次のとおり受注候補者及び次席者
を特定しました。
　受注候補者となった香山壽夫建築研究所と役場庁舎
建設基本設計・実施設計業務委託契約を締結しました。
　今後は、町民ワークショップなどを行い、町民の皆さん

のご意見をお聞きし、町民が利用しやすく、小鹿野町産
木材を使用した小鹿野町らしい庁舎とするため、設計を
進めていきます。
締結内容
業務委託名●小鹿野町役場庁舎建設基本設計・実施設
計業務委託
受注者●香山壽夫建築研究所
　　　　(東京都文京区本郷2-12-10)
委託金額●62,645,000円(消費税含む)
履行期間●令和2年2月14日～令和3年3月25日

今後の予定

基本設計
(7カ月)
実施設計
(7カ月)

小鹿野庁舎引越し

庁舎建設工事(外構含む) 
(12カ月)
小鹿野庁舎解体工事
(3カ月)

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
公募型プロポーザル審査結果

問合せ●小鹿野庁舎・総務課 まちづくり推進室☎26-6581

１０月 4月 １０月 4月 １０月 4月 １０月 4月

  受注候補者
香山壽夫建築研究所
  次席者
株式会社プラスニューオフィス

検索ヤフー防災速報
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　町では、現行の小鹿野町まち・ひと・しごと創生総合戦
略(計画期間：平成27年度～平成31年度〈令和元年度〉)
の計画期間が終了することから、引き続き次期計画(令
和2年度～令和6年度）の策定を進めています。計画をよ
りよいものにするため、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●3月23日(月)まで
意見の提出先●〒368-0192小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238　FAX75-2819
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「小鹿野町まち・ひと・しごと創生
総合戦略(案)に対する意見」としてください。

オーストラリアの小学生の
ホームステイ受け入れ家庭を募集します
オーストラリアの小学生の
ホームステイ受け入れ家庭を募集します

小鹿野町まち・ひと・しごと創生総合戦略
（令和2年度～6年度）(案)に対するご意見を募集します
小鹿野町まち・ひと・しごと創生総合戦略
（令和2年度～6年度）(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
■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)、町立図書
館分室(小鹿野中学校図書室)、保健福祉センター窓口
での閲覧
意見の取扱いについて
■ご意見は日本語に限ります。
■電話によるご意見は受け付けません。
■ご意見に対する個別の回答は行いません。
■ご意見等は、策定の参考とさせていただき、ご意見の
概要やご意見に対する町の考え方は、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。

　6月25日(木)から28日(日)まで、オーストラリア・ク
イーンズランドの州立ギルストン小学校の子どもたち
12名が小鹿野町を訪問することになりました。日中は、
小鹿野町の小学校において日本の授業の体験や子ども
たちとの交流を行います。また、町主催の交流イベント
等への参加も予定しています。
　ギルストンの小学生が、小鹿野町の良さを味わうとと
もに、小鹿野町の子どもたちと私生活でも友好を深めて
もらえるよう、ホームステイの受け入れ家庭を募集しま
す。海外の子どもたちと一緒に時間を過ごす貴重な機
会にもなりますので、ぜひご応募ください。

期間●6月25日(木)～28日(日)の3泊4日
募集数●6～12家庭(1家庭1～2名の児童)
内容●宿泊、夕食・朝食、生活の世話(経費の補助を予定
しています。)
申込＆問合せ●3月2日(月)から19日(木)までに電話で
お申し込みください。
※3月25日(水)18:00より
小鹿野文化センターで説
明会を実施します。
両神ふるさと総合会館・
学校教育課☎79-1201

ご利用ください 小鹿野町奨学資金貸付制度ご利用ください 小鹿野町奨学資金貸付制度
　町では、経済的な理由等により就学が困難な学生を
対象に、無利子で奨学資金の貸し付けを行っています。
対象●高校、各種専修学校、短大、大学に在学又は入学
予定の人
貸付金額●【高校】月額1万円以内【その他】月額3万円
以内
貸付期間●在学期間
受付期間●4月3日(金)～13日(月)

申請書配布●3月9日(月)から小鹿野庁舎・総務課、両神
庁舎・おもてなし課、両神ふるさと総合会館・学校教育課
で配布します。
申込＆問合せ●両神ふるさと
総合会館・学校教育課
☎79-1201

～家族そろって加入しましょう～
令和2年度市町村交通災害共済会員を募集中です
～家族そろって加入しましょう～
令和2年度市町村交通災害共済会員を募集中です

移住支援金対象法人として求人掲載を希望する
企業を募集中です
移住支援金対象法人として求人掲載を希望する
企業を募集中です

　町スポーツ少年団は、青少年の健全育成のために、総勢195人の団員で活動しています。随時、
団員・指導者を募集していますので、スポーツに関心のある人は、見学に来てください。なお、各種目
で対象年齢が異なりますので、小鹿野文化センター・社会教育課までお問い合わせください。

　移住支援金の対象となる求人を紹介するマッチング
サイト(求人検索サイト「スタンバイ」内)に掲載を希望す
る企業を募集しています。このマッチングサイトに掲載
すると無料でwebサイトに求人掲載できます。
移住支援金とは･･･
　町では、東京23区内に5年以上在住している人、東京
圏に5年以上在住し東京23区内に通勤している人で当
町に移住した人を対象に、国及び県と協力して最大100
万円の移住支援金を交付しています。
　移住支援金の交付対象となるためには、右の二次元
バーコード「埼玉県移住就業マッチングサイト」に掲載さ
れている求人情報から就職すること、又は埼玉県の起業

支援金の交付決定を受けるなどの条件
を満たす必要があります。
※この事業は、小鹿野町への移住促進と
町内企業の雇用対策を目的として実施し
ています。
申込＆問合せ
■求人掲載方法について
埼玉県地域政策課☎048-830-2773
■事業の概要について
両神庁舎・産業振興課☎79-1101
■移住支援金について
小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

　交通災害共済は、皆さんが会費を出し合い、交通事故
によってけがをしたときや、死亡したときに見舞金が支
払われる助け合いの制度です。
対象●次のどちらかに該当する人です。
①小鹿野町に住民登録のある人(令和2年4月1日現在）
②上記①の被扶養者で修学のため小鹿野町以外に住ん
でいる人
申込方法●申込書は、行政区を通じて配布し、行政区ご
とに取りまとめを行いますので、必要事項を記入のうえ、
会費を添えてお申し込みください。なお、各行政区によっ
ては、取りまとめ方法が異なりますのでご注意ください。
共済会費(年額)●一律500円
※令和2年4月1日現在で、おがのこども園、町内の小・

中学校に入学（園）又は在学（園）中の園児・児童・生徒
は、町で一括申込をしますので手続きは不要です。
共済期間●令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水)
※4月1日以降に加入の場合は、申込日の翌日からです。
対象となる交通事故●日本国内の道路上で自動車、
オートバイ、自転車等に乗車中に、衝突、接触、転落、転覆
等の事故にあった場合、あるいは歩行中に前記の車両と
事故にあった場合などが対象となります。
見舞金●22万円(死亡は120万円)を限度に、3日以上
の治療実日数に応じて支払われます。
※見舞金の請求期限は、事故発生日の翌日から起算し
て2年以内です。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170

小鹿野町スポーツ少年団の団員＆指導者を募集します小鹿野町スポーツ少年団の団員＆指導者を募集します

掲載を希望される
人はコチラ

問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

剣道
柔道
野球
サッカー

ミニバス(男子)

ミニバス(女子)

バレー(女子)

毎週火・水・金曜(19:00～)
毎週月・木曜(18:30～）
毎週土・日曜・祝日(8:00～)
毎週日曜(8:30～)

毎週水曜(17:00～)、毎週土曜(16:00～)、毎週日曜(9:00～)

毎週月・火・金曜(17:00～)、毎週土曜(13:00～)、毎週日曜(16:00～)
※練習は都合に合わせて週２～３日から選択して参加可能です。なお保護者の
付き添いは不要です。
毎週水・木曜（１８：３０～）、毎週日曜（１３：００～）

小鹿野町武道場
小鹿野町武道場
両神山村広場
小鹿野町三田川運動場ほか
小鹿野小学校体育館
小鹿野中学校第一体育館

小鹿野中学校第一体育館
小鹿野小学校体育館

小鹿野中学校第一体育館

種目 　　　　　　　　　　　　　　　活動日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  活動場所種目 　　　　　　　　　　　　　　　 活動日 　　　　　　　　　　　　　　　　　 活動場所

埼玉県移住就業
マッチングサイト
小鹿野求人掲載
ページはコチラ
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　小鹿野町の森林面積は、
14,059ヘクタールで、町全
体の約82パーセントを占め
ていますが、現在、手入れが
されていない森林が増大し
ております。この要因として、
戦後、木材需要などが高ま
り、スギやヒノキの植林が盛
んに行われましたが、その後
安価な外材の輸入が促進

され木材価格が低迷しました。また、燃料も木材や木炭
からガスや石油などに移ったことから木の伐採が行わ
れなくなったことなどがあげられます。
　森林には、木材供給などの経済的側面だけでなく、
水資源の涵養や温室効果ガスの抑制機能などの公益
的側面もあげられます。森林は、このように多面的機能
を有することから国民全体で森林を支える仕組みを作
ることが喫緊の課題でした。
　国ではこのような状況を踏まえ、森林整備のための
財源確保として、森林環境税及び森林環境譲与税を
創設いたしました。森林環境税は、東日本大震災の財
源確保の住民税均等割の税率引き上げが、令和5年
度まで行われていることなどを踏まえ、令和6年度から
課税となり税率は年額1千円となります。この税は、地
方固有財源として、市町村及び都道府県に対して森林
環境譲与税として譲与されることになり、森林環境税

に先行して本年度から譲与されています。
　小鹿野町には本年度、森林環境譲与税として957
万円譲与されます。町では秩父市、横瀬町、皆野町、長
瀞町と協力して、秩父地域森林林業活性化協議会集
約化分科会を結成し、この譲与税を活用します。1市4
町協同で集約化推進員2名を配置し、手入れの遅れた
私有林人工林の森林所有者に対し、今後の森林経営
の考え方について、森林経営管理法に基づく意向調査
を実施しました。その結果、森林経営を町に委託する
希望の森林所有者の同意を取り付け、般若地内の森
林所有者19名、森林面積34.74ヘクタールを対象に
間伐等の森林整備を進めることとなりました。来年度
は他の地域へ同様の事業を進める計画となっています。
　また、町では、誕生した赤ちゃんに地域産木材を使っ
た木製おもちゃを誕生祝い品としてお配りする木育事
業も始めました。更には、両神温泉薬師の湯周辺の町
有林の整備を進め、都市住民との交流の森としたいと
存じます。
　この譲与税の事業は、まだスタートした段階ですの
で、今後も様々な事業展開を図りながら林業振興や森
林を守る事業を進めてまいりたいと存じます。特に都市
部住民にも森林の持つ水資源の涵養などの公益的機
能を良く理解してもらうことが大切であると存じますの
で、住民交流などを通じて積極的な働きかけを進めて
まいります。

小鹿野町長　森 真太郎

森林整備について
こんにちは。
町長です。

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.24 ～

「アイピ－スタ－ジャパン
株式会社」

町内には、優れた技術を持った会社が多く
存在します。事業所の持つ技術や
魅力を町長自ら訪問して、目で見て、
お話を伺い、住民に情報発信する

「事業所訪問」を
連載します。

　小鹿野基地局では、
主に衛星通信システ
ムのメンテナンス及
び通信が途絶えない
よう24時間体制の
監視を行っているた
め、勤務は2交代制
で語学力の堪能な若
手社員によって、スム－スなオペレーション業務が行われ
ていました。
　同社は、現代の様々な場面で必要不可欠な通信手段を
支え、社会に貢献する企業であると共に、宇宙産業の最
先端の技術を誇るプロフェッショナル企業であると感じま
した。
わが社の主力サービス
　手頃な価格の衛星通信サ－ビスのため、大手携帯電話
事業者も利用するほか、地方自治体・大手企業など
1,200拠点の利用実績を得ております。
　南の空が見渡せて、電気さえあれば、高速通信が可能
であり、日本全域(奄美、沖縄、小笠原、伊豆諸島の一部を
除く)がサ－ビスエリアとなっています。
ここに自信あり
　山間部、船舶、被災地などでのモバイル通信やインタ－
ネットの利用を可能にし、東日本大震災では固定回線が
分断された被災地で、
いち早く衛星通信サ
－ビスの提供を行い
ました。非常時の有
効な通信手段として
迅速な対応が厚い信
頼を得ています。

かんよう

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地
電 話

取締役　杉浦誠司
11名(小鹿野基地局)
2009年
小鹿野町日尾1231番地1
0494-78-1138

会社概要

制御地球局大型アンテナ

町長の見て・聞いて・話して
　第24回の事業所訪問は、12月26日にアイピ－スタ－
ジャパン株式会社を訪問し、杉浦誠司取締役にお話を伺
いました。
　アイピ－スタ－ジャパン株式会社は、人工衛星の電波に
よって通信環境を提供する会社として、平成21年(2009
年）、小鹿野町日尾(旧JAちちぶ倉尾支店の空き施設利
用)に小鹿野基地局を開設されました。
　当町は地震に強く、災害、停電が少ない、見晴らしが良
い、晴天率が高く、気象が安定しているなどの好条件の
立地だったことから、この地へ開設する決め手になったと
言います。
　IPSTAR(アイピ－スタ－)は社名にもなっているように、
通信衛星による衛星ブロ－ドバンドをオセアニア・アジア
(12か国)に提供しています。
　衛星ブロ－ドバンドサ－ビスを日本で提供する
THAICOM(本社：タイ)の100％子会社で、主に携帯電話
基地局の中継回線、衛星ブロ－ドバンドサ－ビス及び災害
時のバックアップ回線として採用されています。

杉浦取締役(右)

通信サ－ビスの説明を受ける森町長

～地域と自社商品を魅力発信～
インタ－ネットショップ・ふるさと納税で
販路拡大に繋げませんか

～地域と自社商品を魅力発信～
インタ－ネットショップ・ふるさと納税で
販路拡大に繋げませんか
　楽天の担当者が、インタ－ネットショップ・ふるさと納税
を使った「地域」「自社」の魅力発信のノウハウをお伝えし
ます。地域の魅力アップ・集客アップ・販路拡大に繋げま
せんか？既存のふるさと納税返礼品協力事業者の皆さん
も必見です。
日時●3月27日(金)14:00～16:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
対象●町内事業者(業種は問いません。)
費用●無料

内容
■インタ－ネットショップ・ふるさと納税とは？
■楽天のインタ－ネットショップ・ふるさと納税の仕組み・
　サ－ビスとは？
■選ばれる商品・サ－ビスとは？
申込＆問合せ●申込書に必要事項を記入のうえ、両神庁
舎・産業振興課へお申し込みください。なお、申込書は両
神庁舎・産業振興課にあります。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101
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に
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中
の
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ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

―小鹿野町や秩父地域とのご縁を教えてください。
　記者をやっていた時から全国の地芝居を取材して
おり、2000年頃から秩父地方にも足を運んだ。最初は
飯田での「ぽつんと一軒家」暮らし。すごく気に入って
いた。テラスから見える武甲山を毎朝撮っていたし、
狸が家族のように家を出入りしていた。ただ、2014年
の1mの積雪の時に孤立した。自力で脱出し町中の知
人宅に身を寄せたことを機に、旧知の知人の勧めも
あって今の奈倉耕地へ引っ越した。
ー小鹿野町への移住の決め手は何でしたか？
　東京から近い事。移住前から、歌舞伎を通じて顔見
知りがいっぱいで、今でも縁が切れた人は一人もい
ない。現役時代に全国の歌舞伎の写真展を東京・銀
座で開いた時や出版パーティーにも皆がバスツアー
できてくれた。あと、学芸員の山本正実さん。毎回の問
合せに対し的確な回答が必ずファックスで届く。各地
を取材したが稀だった。こんな誠意ある人物がいる町
は間違いないと思った。
　でも、私の事は参考にならないよ。「写真と歌舞伎」
という目的を決めて来たし、経済面もクリアしたから。
なんとなく来て、移住してやりたいことを見つけようと
する人には、難しいと思う。全国どこも同じだが。
ー人との繋がりが移住を促進させるという点は、今も
変わらないですね。
　そう。1人でも知っている人がいて、その人が信頼で
きることは大切。あと、ここで生活するには、約束だけ
は守るようにしている。頼まれたことはやる、とか。
ーちなみに、祭りや歌舞伎の写真を撮る醍醐味は何で
すか？
　被写体にとって人生の中で一番いい瞬間をプロの
味で切り取って、その人に喜んでもらえること。ボラン
ティアだけど、自分の活躍の場を与えてくれて、これま
で社会で身につけさせてもらったスキルを地域に還
元できるだけでも十分。ただ楽しいからだけですよ。

ー山口さんは移住生活を楽しんでいる様にお見受けし
ますが、その秘訣は何ですか？
　移住者はこの地を去るまでヨソモン、それを楽しん
でいる。先代からずっと住んでいる人にはなれない。
考えもリズムも違う。でも、みんなが同じでも面白くな
い。ヨソモンだからこそ、15年経った今も、毎日が新し
い。それと吉祥寺に住む迷惑なほど元気な妻の存在
かな、今年金婚式。

　全国を知る山口さんにとっても、魅力的な小鹿野町
の文化と人情。それを移住者として楽しむと同時に誠
実さも大切にされている山口さん。町と移住者の理想
的な関係だと感じました。また、そんな橋渡しができる
ように、移住窓口がまず、信頼される存在でありたいで
す。

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

　今回は、小鹿野町広報大使の山口清文さんへのインタ
ビューです。山口さんの撮った写真を目にされている方も多
いでしょう。2004年4月、朝日新聞社を定年退職した翌日に、
ご家族が住む東京・吉祥寺から小鹿野町に単身で転入した
そうです。

第13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

マレーシアにて感じたこと

　先日、休暇を利
用して、マレーシア
旅行に行ってきま
した。
　マレーシアは、

日本人の海外ロングステイ（通常1カ所に2週間以上
の滞在と定義）先としての人気が、13年連続で1位を
保っている国であり、以前から興味を持っており、訪
問してみました。
　そこで見聞き、体験した事について、少し述べさせ
ていただきたいと思いますが、あくまで、ツアーガイ
ドさんから得た情報を基にしており、広く情報を取っ
た訳ではありません。また、私のツアー中という限ら
れた範囲内での体験であり、必ずしもすべてが事実
通りではないかもしれない事を、予めご了承いただ
きたいと思います。
　滞在先の首都クアラルンプールは、人口約160万
人の都市ですが、そこから70㎞離れたセゴールとい
う所では、通年蛍観賞ができます。ほぼ赤道直下の
ため、常夏なのです。
　外国人客用に、この蛍観賞
ツアーも組まれており、人気の
コースになっています。そのツ
アーに参加してみました。
　訪問した先は、20年位前までは「超田舎であり、寂
れた場所（ガイドさんの言葉そのまま使用）」。働く場
も少なく、クアラルンプールに人が流れていたが、今
は訪れる人が多くなり、観光に関わる人も増えたと
いうことです。

　確かに、蛍観賞のツアーを運営する会社の方々、
観賞用ボートを操縦する方 （々若い方も多く、当日は
20～40名乗りボートが10艘位運航）、レストランや
お土産店で働く方々等、このツアーに関わっている
人数がかなり多く、観光スポットのみならず、町の活
気を肌で感じました。
　また、マレーシアはトイレ事情が今一つなのです
が、ツアー先は都心部のホテルのそれに劣らない清
潔さが保たれており、驚きました。レストランの食事
メニューも充実していました。乗船の際の救命胴衣
もしっかりとした物で、最も重要である安全面でも
配慮されていると感じました。観光客が増加してか
ら、いろいろ改善を重ねた結果と思われます。
　もちろん、良い事ばかりでないのは推察されます。
人が来るようになってゴミが増えたでしょうし、恐ら
く昔と比較すると蛍の数も減っているのではないで
しょうか。静かな町の方が良かったのにとか、環境悪
化が心配、と思われる方も少なくないはずです。
　ただ、私は、外から人が来て、町が賑わうのは決し
て悪い事ではないと思うのです。
　繰り返し述べさせていただきますと、「観光」は
・新たな雇用を生み、外貨を稼ぐ地域経済の柱の一
つとなる（小鹿野町が目指すところの一つと伺って
います）
・経済面に関わる事だけではなく、住んで良しの町づ
くりにつながる
と思います。
　そんな事を、改めて強く感じた旅行でした。

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

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.9

平山ユージさんによるボルダリング講習会
日時●3月28日(土)13:00～(受付12:30～)
場所●小鹿野町クライミングパーク神怡舘
講師●平山ユージ氏ほか
対象●小・中学生、高校生及び一般　
　　　※小学生は保護者同伴
費用●参加費200円　　定員●100人(申込順)
申込＆問合せ●3月24日(火)までに電話又は窓口でお申し
込みください。小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063
※施設見学のみも可能です。

　1月と2月に行ったボルダリング体験会、寒い中でした
が、大勢の皆さんにご参加いただき、大変ありがとうご
ざいました。
　いよいよ、来月「神怡舘」が新装オープ
ンします。
　この体験を次のステージに活かしてく
ださい。

ご参加ありがとうございました！
ボルダリング体験会

神怡舘ホームページはコチラ⇧
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　地域おこし協力隊の片桐翔太と申します。
　普段は産業振興課に勤めており主に養蜂と、はちみ
つの商品開発、販売をしております。
　私が地域おこし協力隊として小鹿野町に来たのは
２年前の２０１８年８月で、来る前までは養蜂の知識も
なく、全くの未経験でした。ではなぜ始めたのか。

　というのも、最初は地域おこし協力隊の面接
で「小鹿野の野生鳥獣の肉を活用した新商品

を作りたいです」とアピールし、小鹿野町の協力隊に採
用されました。
　実際に産業振興課で働き始めて、野生鳥獣の肉の
活用について調べれば調べるほど個人の力では無理
だと思い、挫折しました。(笑)

　その時に役場の方からお話しを頂いたのが
養蜂というお仕事です。というのも、これからはち

みつと水だけで作るお酒(ミード)を町の事業で始めて
いくつもりだったそうで、これからはちみつブームが小鹿
野町に来るという話を聞き、そこで初めて養蜂というも
のに興味を持ちました。
　私が養蜂というものにどんどんと惹かれていき興味
を持ち、ミツバチが好きになり、養蜂を始めようと決めた
のはとても早かったです。

　今では小鹿野の先輩養蜂家の方々にご指導
いただき、順調に蜂を飼うことができています。で

すが、先輩方も大体の方が６０歳以上で２０年、３０年
後まで養蜂を続けていくことが困難になっているという
状況です。
　このままでは小鹿野の養蜂家ないしは、はちみつが
なくなっていってしまいます。ですので、今後の目標は自

分が小鹿野養蜂の技
術を継承していき商
品開発で小鹿野はち
みつを有名にさせ、若
い世代に養蜂を継い
でもらい小鹿野養蜂
をもっと盛り上げてい
きたいです。

　また、採れたはちみつを余すことなく消費する
ためにミード以外で自分自身、小鹿野はちみつ

で商品開発をしております。その中でも一押しなのが、
はちみつのみの甘みで作った、秩父デザートさんから
発売される「プレミアム生秩父はちみつキャラメル」で
す。納得できるまで何度も秩父デザートさんと打ち合わ
せを重ね、できた商品ですのでオススメの一品です。
　また、私のはちみつだけでの販売もしています！今で
はかめ吉パンとなかの酒店にて小鹿野生はちみつが
販売されていますのでご興味がある方はお手に取って
ください。

　野生鳥獣の利活用もまだあきらめて
はいません。狩猟免許も取得し、先輩協

力隊員の星さん指導のもと害鳥獣駆除も勉強中です
ので、またこの広報でよい報告が出来ればと思います。

活動
の軌跡 ー地域おこし協力隊ー

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 ･ 佐々木  均

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　　　　　ささき　　 ひとし

長若自然休養村
まつりにてサル、
シカ、イノシシ、
小動物除け防護
柵の展示をさせ
ていただきまし
た。（星）

三峯神社ではちみつと福えごま
みその店頭販売をさせていた
だきました。（片桐）

小鹿野町産完熟かぼすを使ったぽん酢
を販売開始しました。（太田）

球根と違い、ダリアの種からは
別の花が咲きます。（沢田）

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.33VOL.33

1月の観光交流館餅つき&
焼きマシュマロイベントにた
くさんの方々が遊びにきて
くださり、無事に開催できま
した！多くの方々のご協力の
もと、移住検討者や町民の
方々の交流の場になってよ
かったです。ありがとうござ
いました。引き続き観光交流
館でのイベント企画、頑張り
ます！（宮本）

2/1のテレ玉にて、完熟かぼすイベントの
「黄金の雫祭」が放送され、番組内でインタ
ビューを受けました。アナウンサーの落合
さんが生搾りのカボスを試して甘くて美味
しい！と言ってくださいました。（工藤）

佐々木 均さん（55歳）
ささ き 　  ひとし

総合政策課

起

承

転

結

最後に

こんにちは！　 地域おこし協力隊　片桐 翔太

小鹿野生はちみつ（左）とはちみつキャラメル（右）
狩猟免許取得

はじめまして。川口市より小鹿野
町に移住しました佐々木です。
アウトドアやデザインの会社で
勤務していました。より多くの方
が「小鹿野町が好き！」になってい
ただけるよう、イベントなどを通
して観光・移住などの魅力を発
信したいと思いますのでよろし
くお願いいたします。

新隊員の
紹介

地域おこし
協 力 隊

小鹿野高校
3年生が情
報の授業で
小鹿野町の

PR動画を作ってくれました。近々小鹿野町のホー
ムページで公開予定です！お楽しみに。（本）

イベントのホームページが完成 ➡
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精神障害者に対する理解を深める研修を行いませんか精神障害者に対する理解を深める研修を行いませんか

令和2年3月 税の申告受付日程令和2年3月 税の申告受付日程

福祉課から各種補助のお知らせ福祉課から各種補助のお知らせ福祉課から各種補助のお知らせ福祉課から各種補助のお知らせ

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

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

問合せ●保健福祉センター・福祉課
　　　　☎75-4109※各種補助に関する申請書は福祉課に用意してあります。

在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用の補助在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用の補助

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

対象期間●令和元年10月1日(火)～令和2年3月31日(火)
申請方法●4月17日(金)までに、印鑑、指定難病医療等
の受給者証、本人名義の通帳をお持ちのうえ、福祉課に
申請してください。
※福祉タクシー利用料金助成又は心身障害者自動車等
燃料費給付を受けている場合は対象となりません。

難病患者の通院に要する交通費の補助難病患者の通院に要する交通費の補助

　在宅の重度心身障害者の日常生活の利便を図るた
め、タクシー利用料金の一部を助成する制度を設けてい
ます。
対象●町内に住所のある人で、次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳1級又は2級
②療育手帳　Ⓐ 又は A
③精神障害者保健福祉手帳1級
助成額●初乗り料金が無料になる利用券(28枚)を交付
します。利用券による助成額は、1枚につきタクシー初乗

運賃相当額です。(1回の乗車につき1枚のみ使用)
対象期間●令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水)
その他●タクシーを利用するときは、運転者に利用券と
いずれかの障害者手帳を提示してください。
申請方法●印鑑、障害者手帳をお持ちのうえ、福祉課に
申請してください。
※心身障害者自動車等燃料費給付又は難病患者通院交
通費補助を受けている場合は対象となりません。

重度心身障害者福祉タクシーの利用料金の助成重度心身障害者福祉タクシーの利用料金の助成

心身障害者自動車等燃料費の給付心身障害者自動車等燃料費の給付

対象区分 所有者及び運転者
等級等 本人 家族

身体障害者手帳

療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
障害児(18歳未満)

１・２・３級
下肢・体幹障害
視覚障害
Ⓐ・Ａ・Ｂ
１級
等級は問わない

○
○
○
○
○
○※

×
×
○
○
○
○

※免許がある場合

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

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

　精神障害は心の病気です。精神障害のある人は、対人
関係が苦手だったり、ストレスに弱いことなどから、社会
生活への適応に苦労しています。職場や地域社会で周り
の皆さんにも理解を深めてもらうための研修講師を派
遣します。ぜひお申し込みください。（講師派遣料無料）
対象●企業、NPO、サークル、学校、官公庁など概ね10
人以上の受講が見込まれる団体
講師●医療法人全和会 生活支援センターアクセス、
秩父当事者会モンベール

研修時間●30分～1時間程度※申し込みされた団体で
会場のご提供をお願いします。
申込＆問合せ●申込用紙に必要事項をご記入のうえ、実
施予定日の45日前までにお申し込みください。申込用紙
は福祉課にあります。
保健福祉センター・福祉課☎75-4109

口座振替済通知書の送付廃止について口座振替済通知書の送付廃止について
　町では、町税の納付について口座振替が完了した際の
「口座振替済通知書」を送付していますが、省資源化の観
点から、送付を廃止させていただきます。
　口座振替の結果につきましては、お手元の預貯金通帳
でご確認ください。
　なお、軽自動車税については、「口座振替済通知書」が

継続検査(車検)で必要となることから、従来どおり6月中
旬に「口座振替済通知書及び軽自動車税納税証明書(継
続検査用)」を送付します。
　ご理解とご協力をお願いします。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125

※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●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125

税務課
より
税務課
より

期日

3月
小鹿野文化センター

９:００～１１:３０

９:００～１２:００

９:００～１１:３０

９:００～１２:００

13:００～１6:0０

13:００～１5:0０

13:００～１6:0０

午後の受付はありません

２日㊊
３日㊋
４日㊌
５日㊍
６日㊎
８日㊐
９日㊊
１０日㊋
１１日㊌
１２日㊍
１３日㊎
１６日㊊

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

受付会場
受付時間

午前 午後該当地区
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施設名 区分
使用料
午後午前 夜間

13:00～17:008:30～12:30 18:30～21:00

4月1日から町の体育施設等の使用料が変わります4月1日から町の体育施設等の使用料が変わります4月1日から町の体育施設等の使用料が変わります4月1日から町の体育施設等の使用料が変わります
　令和元年12月議会定例会において「小鹿野町社会体
育施設条例等の一部を改正する条例」が可決されまし
た。この条例は、小鹿野町使用料等審議会の答申に基づ
き、町の体育施設等の使用料を改正するものです。
　公共施設に係る経費は、利用者が負担する使用料と町

民の皆さんからの税金等とで賄われています。利用する
人に経費の一部を負担していただくものでありますの
で、利用者の皆さんのご理解をお願いします。
「 太字 」の箇所が使用料を改正したところです。

小鹿野町社会体育施設条例

町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外

1,600
6,000
1,600
6,000
1,600
6,000
1,600
6,000
600
3,000
1,400
4,400
1,400
4,400
1,400
4,400
400
2,200
400
2,200
400
2,200
400
2,200
1,400
4,400
400
2,200
1,400
4,400
200
400

1,600
6,000
1,600
6,000
1,600
6,000
1,600
6,000
600
3,000
1,400
4,400
1,400
4,400
1,400
4,400
400
2,200
400
2,200
400
2,200
400
2,200
1,400
4,400
400
2,200
1,400
4,400
200
400

1,000
3,800
1,000
3,800
1,000
3,800
1,000
3,800
370
1,900

120
350

小鹿野町長若体育館

小鹿野町三田川体育館

小鹿野町日尾体育館

小鹿野町両神体育館

小鹿野町両神剣道場

小鹿野町下小鹿野運動場

小鹿野町長若運動場

小鹿野町三田川運動場

小鹿野町飯田運動場

小鹿野町間明平運動場

小鹿野町日尾第一グラウンド

小鹿野町日尾第二グラウンド

小鹿野町両神山村広場Aコート

小鹿野町両神山村広場Bコート

小鹿野町両神運動場

小鹿野町クライミングウォール

（単位：円）

●
町
民
等
と
は
、使
用
者
の
過
半
数
が
小
鹿
野
町
に
在
住・在
勤
す
る
者

●
町
外
と
は
、町
民
等
以
外
の
者

●
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル
の
使
用
料
は一人
当
た
り
の
金
額

夜間昼間１日 全日
17:30～21:009:00～17:00

午後午前
13:00～17:009:00～12:00 9:00～21:00

小鹿野町両神ふるさと総合会館条例  

900 
600 
600 
600 
600 
900 
900 
1,000 

1,200 
800 
800 
800 
800 
1,200 
1,200 
1,500 

1,800 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,800 
1,800 
2,000 

1,500 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,500 
1,500 
2,200 

3,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
3,000 
3,000 
4,000 

研修室A
研修室B
研修室C
研修室D
和室
視聴覚室
調理実習室
展示場

（単位：円）

体育施設名 区分
使用料
午後午前 夜間

13:00～17:008:30～12:30 18:30～21:00

小鹿野町立学校体育施設の開放に関する条例  

町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外

1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
400 
4,400 
400 
4,400 
400 
4,400 
400 
4,400 
400 
4,400 

1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
400 
4,400 
400 
4,400 
400 
4,400 
400 
4,400 
400 
4,400 

1,000
3,800
1,000
3,800
1,000
3,800
1,000
3,800
1,000
3,800
1,000
3,800
1,000
3,800

 

小鹿野小学校体育館

長若小学校体育館

三田川小学校体育館

両神小学校体育館

小鹿野中学校第一体育館

小鹿野中学校第二体育館

小鹿野中学校武道場

小鹿野小学校庭

長若小学校庭

三田川小学校庭

両神小学校庭

小鹿野中学校庭

（単位：円）

●
町
民
等
と
は
、使
用
者
の
過
半
数
が
小
鹿
野
町
に
在
住・在
勤
す
る
者

●
町
外
と
は
、町
民
等
以
外
の
者

小鹿野町都市公園条例 

町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外
町民等
町外

700 
2,200 
150 
600 
100 
400 
―　 
―　 
400 
1,600 
―　 
―　 
800 
3,000 
800 
3,000 
500 
2,000 

870 
2,800 
150 
600 
100 
400 
5,250 
10,500 
600 
2,400 
520 
1,050 
1,000 
3,800 
1,000 
3,800 
620 
2,500 

1,400 
4,400 
150 
600 
100 
400 
―　 
―　 
800 
3,200 
―　 
―　 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,000 
4,000 

1,400 
4,400 
150 
600 
100 
400 
―　 
―　 
800 
3,200 
―　 
―　 
1,600 
6,000 
1,600 
6,000 
1,000 
4,000 

野球場 
 
野球場スコアーボード 
 
野球場放送設備 
 
野球場夜間照明 
 
テニスコート 
 
テニスコート夜間照明 
 

（単位：円）

●町民等とは、使用者の過半数が小鹿野町に在住・在勤する者
●町外とは、町民等以外の者
●テニスコート、テニスコート夜間照明に係る利用時間は、上記にかかわらず18:00から21:00まで

　　　時間区分
利用区分 柔道場

剣道場

弓道場

夜間午後
18:30～21:0013:00～17:00

午前早朝
8:30～12:306:00～8:00

単位
区分

武道場

町
民
以
外
が
利
用
し
、又
は
町
民
以
外
の
者

を
主
た
る
対
象
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、

規
定
使
用
料
の
５０
パ
ー
セ
ン
ト
の
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
し
ま
す
。 
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人権擁護委員が委嘱されました人権擁護委員が委嘱されました

家庭から出たごみの搬入(家庭系一般廃棄物)家庭から出たごみの搬入(家庭系一般廃棄物)

事業所へのごみの収集(事業系一般廃棄物の特別収集)事業所へのごみの収集(事業系一般廃棄物の特別収集)

仕事から出たごみの搬入(事業系一般廃棄物)仕事から出たごみの搬入(事業系一般廃棄物)

問合せ●秩父広域市町村圏組合業務課
　　　　☎23-2489

　人権問題について皆さんの相談相手となる人権擁護委員として、飯田の柴﨑　了さん(再任)
と藤倉の新井保子さん(新任＝写真)が、令和2年1月1日付けで法務大臣から委嘱されました。
　人権擁護委員は、町民の中から町長が推薦した人を法務大臣が委嘱する民間のボランティア
で、人権相談や人権尊重のための啓発活動などを行っています。
　なお、相談日は広報の定期無料相談ページ(今月号は24ページ)に記載していますのでご確
認ください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

4月1日から ごみ処理手数料が変わります4月1日から ごみ処理手数料が変わります4月1日から ごみ処理手数料が変わります4月1日から ごみ処理手数料が変わります
　秩父クリーンセンター及び秩父環境衛生センターへご
みを持ち込む際の手数料並びに会社・商店・飲食店など
で組合へご依頼いただいているごみの収集手数料を4月
1日から下記の手数料へ改定します。
　この手数料は、前回の改定から25年が経過しているこ

　今日は風しんの話をします。皆さ
んは「先天性風しん症候群」という
病気を聞いたことはありますか？こ
れは妊娠初期の妊婦さんが風しん

にかかることで、おなかの赤ちゃんに重い障害がでてしま
う病気です。例えば、赤ちゃんが生まれつき心臓病や白
内障、難聴を持ってしまうことがあります。さらに、ひどい場
合は自然流産や早産にもつながるとされています。
　そのような怖い病気ですが予防することができます。ず
ばり、妊婦さんが「風しんにかからないこと」。ただ妊娠し
てしまうと妊婦さん自身は風しんワクチン接種を受けられ
ないので、一緒に住んでいる家族が風しんを持ち込まな
いことが最重要です。
　この記事を読んでくださっている皆さんの周りには
1962年(昭和37年)～1979年(昭和54年)生まれの男性
はいませんか？この年代は、風しんワクチンの定期接種
を受ける機会が一度もなかったいわば空白の世代です。
なので、その人たちは風しんに対しての免疫がない場合
が多く、風しんの流行が心配されています。
　そこでいま、その世代の方々に風しん検査・ワクチン接

種を無料で受けられる活動を全国の市町村で行ってお
り、小鹿野町においても実施しています。対象の方には
クーポン券を送付しており、それを持って病院を受診した
人には無料で風しんに対する免疫(＝風しん抗体)を測
る採血を実施します。そこで免疫がないことが確認できれ
ば、無料で風しんワクチンを打つことができます。
　風しんは一度かかってしまうとその感染力は非常に強
く、平均して5～8人くらいにうつしてしまうと言われていま
す。(ちなみにインフルエンザは2～3人と言われているの
で、それ以上の感染力ということです。)そのうえ厄介なの
が、感染しても症状が軽いことやほとんどでないこともあ
り、風しんにかかっている本人が病気に気づかずに周り
に感染させてしまうこともあるのです。
　しかし、きちんとワクチンさえ打てば予防することができ
る病気です。皆さんのまわりに1962年～1979年生まれの
男性の方がいれば、まずはこのことを教えてあげてくださ
い。そして、自分だけのためでなく、大切な人を守るために
ぜひ風しん検査・ワクチン接種を受けてください。
　不明な点がありましたら小鹿野町保健課(☎75-0135)
へお問い合わせください。

1962年～1979年生まれの男性必見！
風しん検査・ワクチン接種を受けよう！
あなただけでなく、大切な人のために！

小鹿野中央病院　瀬戸 那由太
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
町道467号線災害復旧工事（1災272号）
町道両神53号線災害復旧工事（1災273号）
町道57号線災害復旧工事（1災268号）
町道178号線災害復旧工事（1災269号）

台風19号災害による全壊家屋解体撤去工事

台風19号災害による流木撤去工事
小型動力消防ポンプ等購入事業

小鹿野文化センター灯油陶芸窯賃貸借事業

藤倉地内
両神薄地内
下小鹿野地内
伊豆沢地内

飯田地内

両神薄地内
小鹿野町総務課

小鹿野文化センター

42,570,000円
30,250,000円
5,060,000円
4,730,000円

2,420,000円

1,287,000円
1,754,500円

2,530,396円

株式会社山崎工務店
株式会社岩崎工務店
有限会社佐藤建設
須田建設株式会社
有限会社森林
スマイル企画
有限会社ミヤテック
埼玉消防機械株式会社

シンリュウ株式会社

～令和2年3月31日
～令和2年3月31日
～令和2年3月31日
～令和2年3月31日

～令和2年3月19日

～令和2年3月13日
～令和2年3月23日
～令和2年3月19日
【賃貸借期間・60箇月】

▲令和2年1月27日入札分

　小鹿野文化センター2階に開設の準備を進めていた
歌舞伎等地域文化展示・情報発信施設「小鹿野歌舞伎
さろん」が、3月8日(日)に正式オープンします。
　昨年11月16日と17日の「歌舞伎・郷土芸能祭」の開
催時にプレオープンをしましたが、この度正式オープンと
なります。町内6地域の歌舞伎伝承団体や小鹿野子ども
歌舞伎の写真や映像、昔の衣裳・小道具や台本をはじめ
とする貴重な資料、小鹿野春まつりの屋台笠鉾の模型な
どが展示されています。
　3月8日は午後1時30分から記念式典を挙行し、式典
終了後に一般公開を開始します。
　なお、午後2時30分から小鹿野文化祭「音楽・舞踊・
郷土芸能の集い」で、小鹿野歌舞伎保存会津谷木部会
の子どもたちが「青砥稿花紅彩画白浪五人男稲瀬川勢
揃之場」を小鹿野文化センターホールで上演します。
　「歌舞伎のまち・おがの」の新たな拠点へぜひお越しく
ださい。

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.23

◆小鹿野歌舞伎さろん３月８日オープン!!◆
とから、受益者負担の適正化や周辺自治体の手数料と均
衡を図り、時勢に適した手数料へ改定するものです。
　なお、有料指定ごみ袋の価格(手数料)は変わりませ
ん。引き続きごみの減量化、資源化にご協力をお願いし
ます。

改定前 改定後

■100㎏まで400円
■100㎏を超えた時は、
10㎏増えるごとに40円
を加えた額
(例：110㎏は440円)

■40㎏まで200円
■40㎏を超えた時は、
10㎏増えるごとに50円
を加えた額
(例：50㎏は250円)

改定前 改定後

■可燃ごみ、不燃ごみ別に
　１口　月額2,000円

■可燃ごみ、不燃ごみ別に
　１口　月額3,000円

改定前 改定後

■100㎏まで800円
■100㎏を超えた時は、
10㎏増えるごとに80円
を加えた額
(例：110㎏は880円)

■40㎏まで600円
■40㎏を超えた時は、
10㎏増えるごとに150
円を加えた額
(例：50㎏は750円)

※１回あたりの手数料 ※１回あたりの手数料

※１口とは、可燃ごみ、不燃ごみ別に１回の平均排出量が15袋まで

　小鹿野歌舞伎さろん
場所●小鹿野文化センター2階（入場無料）
開館時間●9:30～16:30(毎日)
※12月29日から1月3日を除く

　記念式典
日時●3月8日(日)13:30～
※一般公開は、式典終了後に開始します。
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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●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。

不妊症や不育症の検査・治療の助成申請は3月までです不妊症や不育症の検査・治療の助成申請は3月までです
　平成31年4月以降に終了した不妊症や不育症にかかる検査
費や治療費の助成申請の期限は、3月までです。申請予定の人
は早めに申請してください。なお、対象となる条件がありますの
で詳しくはお問い合わせください。

対象事業
■こうのとり健診推進事業（早期不妊・不育症検査助成事業）
　夫婦そろって受けた不妊・不育症検査費を助成します。
　申請時、法的に婚姻関係にある夫婦が、夫婦そろっての不妊・
不育症検査を受け、対象となる不妊・不育症検査に対して、夫婦
につき1回、2万円を上限に助成します。

はぐくみ相談 (予約制)はぐくみ相談 (予約制)
　ことばの使い方や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●3月18日(水)9:40～12:00
場所●児童館2階　　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

「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。
※20日(祝)はお休みです。
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。
３月の巡回日＆場所
■3月  6日(金)　長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■3月11日(水)　小鹿野町子育て支援センター
※小鹿野町の巡回日は、妊娠中期以降から産後の皆さんに個
別通知します。予約も可能です。
■3月27日(金)　秩父市子育て支援センター(下郷児童館内)

対象●①平成２８・２９年度生まれのお子さんと保護者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
①３/４㊌、②３/１１㊌
１０：００～１１：３０

３/１９㊍　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。

３/１０㊋　１0：45～１1：３０
１0：30までにお集まりください。

おはなし会
絵本読み聞かせ講座

対象●０歳～就学前のお子さんと保護者
町立図書館司書による絵本の読み聞かせ講座です。小さいお子さん向けのお薦め絵本
の紹介や大人向けに絵本の読み聞かせを行います。ぜひご参加ください。

事業名　　　　　     　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　対象／内容

●予約なし

乳幼児の大好きな絵本を貸し出します。

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）

３/２５㊌  9：00～16：00子育て相談（面接）

事業のある日 ９：0０～１６：００絵本の貸し出し

３/５㊍
①10：0０～１１：0０
②11：1０～１１：3０

①発育測定
②誕生会

対象●0歳からのお子さんと保護者
①身長体重を測定します。毎月利用できる計測カードを用意してあります。
②誕生会を行います。誕生月のお子さんには手作り誕生カードをプレゼントします。みん
なでお祝いしましょう。

にこにこタイム
（手遊び・絵本読み聞かせ）

事業のある日　毎日
１１：30～１１：45、１6：00～１6：15

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
保育士の手遊びや絵本読み聞かせがあります。

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
お弁当を持参して楽しく食べましょう。ランチタイム 3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 ３/７、3/１４、3/２１、3/２８
９：００～１６：００

対象●0歳～小学生までのお子さんと保護者
庭やお部屋で小学生まで遊べます。保護者の人は、危なくないようにお互いに注意を
払って遊びましょう。

ふれあい遊び ３/１２㊍　１０：００～１１：３０ 対象●１歳以上のお子さんと保護者
親子のふれあいを通した遊びを楽しみましょう。

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

毎週金曜日　
A３/６　B３/１３　C３/２７
１０：００～１１：３０

対象●1歳未満のお子さんと保護者
A計測（保健師）　B離乳食（管理栄養士）　C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

３/６㊎　９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

３/１８㊌　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。
制作時間　①9：45（12組）　②10：00（12組）

ひなまつり会

３/１７㊋　１０：００～１１：３０
対象●０歳からのお子さんと保護者
一人ひとりが大きくなったことをお祝いして「ほ・ほ・ほの時間」の観劇会を行います。大勢
のお友達が来てくれるのを楽しみにしています。４月からこども園や保育所に入るお友達
とのお別れに手作りプレゼントを用意してお待ちしています。

「おおきくなったね！」
お楽しみ観劇会

※申込期限に注意してください。３月２日（月）午前１０時から開催前々日までに電話か来所でお申し込みください。

年齢別講座
てくてくじゃんぷ

風船タコの凧を
作りました。みん
なの後をついて
きて可愛いね。

『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

令和元年度分の申請は3月末日までです
高校生等通学定期券購入費補助制度
令和元年度分の申請は3月末日までです
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～令和2年3月分)
■領収書もしくはそれにかわるもの
■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

■早期不妊治療助成事業
　埼玉県特定不妊治療費の初回助成（治療区分C、Fを除く）を
受けた人へ治療費の一部を助成します。対象となる人は、初回
治療開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦です。夫婦１組につ
き１回まで、10万円を上限に助成します。

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

お琴の演奏会♪いい音色でした！

キッズサー
キット！落ち

ずに渡れる
かな？

ディズニーNo1体操。サーキット遊び楽しかった！楽しいこといっぱいあるよ！
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子育て支援センター

 情 報

応援します！
あなたの子育て

☎７５-０５５０

親子で遊びに来てね。待っています。



No.4

公民館クラブの紹介

　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●３月１７日（火)13:00～
場所●児童館(健診会場)
※健診対象児童のみ

ブックスチャレンジ(２歳児)ブックスチャレンジ(２歳児)
プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)
日時●３月１０日(火)１0：45～
　　　10:30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●３月２８日（土)10:30～
場所●両神ふるさと総合会館・視聴覚室
内容●絵本・紙芝居・工作

日時●3月21日(土)10:30～
場所●小鹿野文化センター・和室
対象●幼児、小学生、親子　
　　　※申込不要です。
問合せ●小鹿野文化センター・中央
公民館☎75-0063

楽しいおはなしの会

日時●3月28日(土)13:30～15:30(開場12:30～)
場所●小鹿野文化センター・ホール
内容●超能力家族が巻き起こす冒険活劇！
費用●無料(整理券不用)
問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

第8回小鹿野ときめき映画会
「インクレディブル・ファミリー」

おはなし会おはなし会

第23回 図書館を使った調べる学習コンクール審査結果

　おはなし会、ふる総フェスタなど大勢の皆さんにご協
力いただきました。ありがとうございました。

ボランティア御礼ボランティア御礼
　大勢の皆さんから資料を寄贈いただきありがとうござ
いました。寄贈いただいた資料は、図書館において有効
に活用いたします。なお、所蔵の状況により書架に並ばな
い資料もございますのでご了承ください。

図書館寄贈御礼図書館寄贈御礼

図書館Q&A図書館Q&A
読みたい資料が図書館に置いていない場合はどうすればいいの？　～その１～

読みたい資料がない場合は、リクエスト又は、相互貸借という方法があります。
リクエストとは、資料の購入によって利用者の希望に応えるサービスのことです。リ
クエストがあった資料については、図書館で新たに購入し、提供します。カウンター
横にある購入希望カードに書名や著者名など、必要事項を記入のうえ職員にお渡し
ください。なお、要望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
次回は相互貸借について紹介します。

Q

A

本の探し方について

『すみずみまで炭をしらべたら』
長若小学校２年　笠原　葵さん

『宮沢賢治と小鹿野町』
小鹿野小学校６年　鈴木 悠斗さん

全国コンクール「調べる学習部門」

　「第４回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール」の優秀作品２点を全国コンクール
(応募総数116,554点)へ推薦した結果、次の賞を受賞しました。おめでとうございます。

　小鹿野文化センターを会場に活動している団体をご紹介します。新しい趣味や
習い事に興味のある人は、お気軽にお問い合わせください。
問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

令和２年度 スポーツ安全保険のご案内
　3月1日より、令和2年度スポーツ安全保険の加入受付
を開始します。
対象●スポーツ活動や文化活動などを行う4名以上の
団体
期間●令和2年4月1日～令和3年3月31日
内容●傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭費用保険
申込●小鹿野文化センターに申込用紙があります。郵便
局にて払込後、払込受付証明書を貼付した加入依頼書を
スポーツ安全協会埼玉県支部に郵送してください。

■小鹿野ヨガクラブ
活動日●毎週火曜(5週目は休み)
活動時間●19:30～

■キルトクラブ
活動日●毎月第２・４金曜　
活動時間●9:30～　

■陶芸クラブつちもぐらの会
活動日●毎月第3又は第4月曜
活動時間●19:00～　　

■水彩画クラブ
活動日●毎月第2・4火曜 
活動時間●13:00～

■太極拳クラブ
活動日●毎月第1・2・4月曜
活動時間●19:00～(第1月曜は両神庁舎)

■小鹿野まつり音頭愛好会
活動日●毎月第1・3水曜
活動時間●19:00～(12月～2月は休み)

■木彫クラブ
活動日●毎月第２・４火曜
活動時間●19:00～

■ホクラニ(フラダンス)
活動日●毎月第２・４土曜
活動時間●13:00～

■小鹿野ダンスクラブ
活動日●毎週火曜　
活動時間●19:30～

■よみきかせの会「かたつむり」
活動内容●年間110回、公民館や学校・施設での活動

■パンクラブ「クロワッサン」
活動日●毎月第２水曜 
活動時間●9:00～

■パンクラブ「アップルパイ」
活動日●毎月第３火曜
活動時間●9:30～

■花ゆうクラブ
活動日●毎月第３又は第４土曜
活動時間●18:30～

■小鹿野囲碁倶楽部
活動内容●囲碁大会の開催(８月・１月)

問合せ●公益財団法人スポーツ安全協会埼玉県支部
　　　　☎048-779-9580

奨
励
賞（
小
学
校
の
部
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年
）

奨
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部
　
高
学
年
）
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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）

図書館
だより

生涯学習
コーナー

町立図書館
町立図書館
分室　

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

3月の
休館日



相
談
員 休日急患当番医休日急患当番医

急性期脳梗塞治療ネットワーク急性期脳梗塞治療ネットワーク

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●3月16日(月)13:00～15:00
相談員●髙橋　稔さん
　　　　黒澤英子さん　
場所●小鹿野文化センター

移住相談
▶問合せ／総合政策課 ☎75-1238

　小鹿野町へのＵＩＪターンを希望す
る皆さんをサポートします。
■平日の移住相談窓口
日時●月～金曜日 8:30～17:15
　　　（祝日・年末年始を除く)
相談員●地域おこし協力隊員、町職員
場所●小鹿野庁舎・総合政策課
■休日の移住相談窓口
日時●土・日・祝日 10:00～16:00
　　　（年末年始を除く）
相談員●移住支援員、地域おこし協
力隊員
場所●小鹿野町観光交流館

認知症に関する相談
▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

■物忘れなどの生活の不安・介護全般
日時●①3月10日(火)、24日(火)
　　　　9:00～12:00
　　　②平日(月～金)9:00～17:00
相談員●地域包括支援センター保健師
場所●保健福祉センター
②の場合、又は訪問を希望される場合は、事前
にご連絡をください。

結婚相談
▶問合せ／中央公民館 ☎75-0063

日時●3月11日(水)18:00～20:00
相談員●髙岸友行さん
　　　　北ヱイ子さん
　　　　守屋よね子さん
場所●小鹿野文化センター
※電話相談もご利用ください。

心配ごと相談
▶問合せ／小鹿野町社会福祉協議会 ☎75-4181

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

心身障害者福祉相談
▶問合せ／保健福祉センター・福祉課 ☎75-4109

　障害者手帳の取得方法、障害者手
帳による割引や税の減免、車椅子な
どの補装具、ホームヘルパーなどの
障害福祉サービス、困りごと等に関
する相談に親切にお答えします。
日時●3月18日(水)13:00～15:00
相談員●心身障害者相談員
場所●小鹿野文化センター

秩父保健所の各種相談 ※要予約
▶問合せ／秩父保健所 ☎22-3824

■子どもの心の健康相談
相談員／医師
日時●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●4月15日(水)13:00～15:00
相談員●埼玉司法書士会
　　　　秩父支部会員
場所●小鹿野文化センター
※事前の予約は不要です。

ひきこもり・こころの相談
～来所や訪問での相談～
▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

■ひきこもり相談
日時●3月19日(木)13:00～16:00
相談員●臨床心理士
場所●保健福祉センター
■こころの悩み何でも相談
日時●3月10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●4月15日(水)10:00～12:00
相談員●柴﨑　了さん
　　　　岩田明子さん　
場所●両神振興会館

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

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

■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

3月7日・28日
14日
21日

期日 医療機関 電話

☎62-6300
☎23-0611
☎22-3022

皆野病院
秩父市立病院
秩父病院

■平日夜間小児初期救急対応
曜日 医療機関 電話

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611

あらいクリニック
秩父病院 
秩父市立病院 

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

月
水

火・木・金

　埼玉県では、埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク「SSN」が始まっていま
す。SSNとは、急性期脳梗塞治療が必要な患者さんを、救急隊の判断で秩父
管内の病院を経由せず、SSN参加医療機関に直接搬送する仕組みです。
　急性期脳梗塞治療とは、血栓を溶かす薬を点滴する治療やカテーテルで
血栓を取り除く血栓回収療法などです。発症してから治療を受けるまでの時
間が短いほど、麻痺や言語障害などの後遺症を防げる可能性が高まります。
　また、SSNは急性脳梗塞の疑いがある全ての患者さんが対象です。少し
でも疑いがあるようでしたら、ためらわずすぐに救急車を呼んでください。
救急隊が症状を確認し、SSN参加医療機関との広域連携により、患者さんの
迅速・円滑な治療につなげます。
　秩父地域の主な搬送先は右の表のとおりです。

■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

3月1日
8日
15日
20日
22日
29日

医師会休日診療所
(内・小)
熊木町 ☎23-8561

在宅当番医療機関
診療時間／9:00～18:00

小鹿野町  
小鹿野町  
小鹿野町  
小鹿野町 
小鹿野町 
小鹿野町 

☎75-2332
☎75-2332
☎75-2332
☎75-0020
☎75-2332
☎75-2332

小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
本間医院（内・リウマチ） 
小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）

診療時間／8:30～翌日の8:30

桜木町
和泉町
皆野町
桜木町
桜木町
和泉町

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

秩父市立病院
秩父病院
皆野病院
秩父市立病院
秩父市立病院
秩父病院

3月1日
8日
15日
20日
22日
29日

3月1日
8日
15日
20日
22日
29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

■埼玉県救急電話相談（24時間 365日対応）
●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
☎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
☎０１２０-５５４-２４５ ※小鹿野町民のみ利用できます。

埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク(SSN)
参加医療機関

埼
玉
県
北
部

深谷赤十字病院
循環器・呼吸器病センター
(埼玉医科大学国際医療センター)
(埼玉医科大学総合医療センター)
(埼玉石心会病院)

関東脳神経外科病院
熊谷総合病院
行田総合病院
羽生総合病院

基
幹
病
院

連
携
病
院

※（　　）は基幹病院を後方支援する医療機関です。                       
※SSNは「Saitama Stroke Network」の略称です。                       急性期脳梗塞の

代表的な
発症のサイン

■体の片側だけしびれる、力が入らない、動かせない
■ろれつが回らない
■とっさに言葉が出ない、相手の言うことが理解できない
■左右のどちらかにある物が見えていても認識できない
■片側の目が急に見えなくなる
■めまい、ふらつき、激しい頭痛　など

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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故 髙𣘺　保さん
従六位が贈られました

小鹿野蜂蜜の知名度アップとブランド化を目指し
て、町内の養蜂家と事業所の皆さんによる蜂蜜食
品の試飲食会を行いました。

山村活性化事業「蜂蜜食品試飲食会」
1/22(両神振興会館)

橋詰のドウロク神焼き　
1/18（河原沢）

第43回
小鹿野町サッカー大会　
1/19
優勝／FC RUSTIC

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

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

１月

12月

４日
７日
１０日
１２日
１２日
１２日
１７日
２０日
２５日

日尾
小鹿野
飯田
両神薄
飯田
三山
飯田
下小鹿野
長留

小鹿野
１2月
３０日 加藤 未彩（諭）

み あ

飯田
小鹿野

１月
７日
１５日

北　ひなた（大志）
岩田 そわ（知泰）

ご出産おめでとうございます。
《1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。
《１月中の同意書届出・敬称略》

２０日
２２日
２４日

下小鹿野
小鹿野
小鹿野

黒澤猪一郎（８４）
加藤 英雄（８７）
小林　茂（９０）

祝 悼

勅使河原タマヱ（８２)
山中 髙夫（９０)
黒澤 イシ（９３)
根岸 光次（９２)
髙野 ギン（９３）
篠田 光藏（７３）
島﨑 正三（７５）
茂木 孝子（９２）
千島 政藏（７３）

小
鹿
野
俳
句
会

文

芸
の

窓

文

芸
の

窓

春
風
や
総
立
つ
構
え
千
羽
鶴

つ
く
杖
や
あ
れ
ば
は
な
や
か
帰
り
花

洗
い
物
鼻
歌
で
干
す
四
温
晴
れ

二
つ
三
つ
星
浮
か
び
来
し
鬼
や
ら
い

常
木
き
く
代

井
上　
實
成

斉
藤　
富
惠

岩
﨑
キ
ミ
子

長若

簡単な手話を覚えましょう【第18回】簡単な手話を覚えましょう【第18回】

祝 百歳 おめでとうございます

つまんだ両手２指の指先を向
き合わせ、左右へ引き離す。

右手掌を額にあて、右へ
動かす。

今年は暖冬の影響を受け、氷柱がほとんどできませんでした。予
定されていたライトアップも氷柱がなく残念でしたが、小鹿野高
校生やちょこっともてなし隊による「竹あかり」や子どもたちがぬ
り絵した「つららん」型のキャンドルライトなど、趣向を凝らした
「あかり」の共演で来場者を魅
了しました。

尾ノ内渓谷ライトアップ　1/25ほか(河原沢)

　1月19日にヤオヨシ小鹿野店の店頭で人だかりの中、頭
から血を流し座り込んでいるおばあさんを救助したとして、
小鹿野高校野球部マネージャーで2年生の垣堺杏美さん
(下小鹿野)と同じく1年生の加藤恵梨奈さん(飯田)へ、同30
日、同店を運営する株式会社大黒流通チェーンより感謝状
が贈られました。
　垣堺さんと加藤さんは、すぐにおばあさんの所に駆け寄
り、声かけや周囲の人からティッシュをもらい止血を行うな
ど、迅速的確な勇気ある行動をとりました。2人は「最初は
びっくりした。でも助けなければいけないと思った」と当時の
様子を話してくれました。

勇気ある行動に感謝状

　去る9月8日に逝去された三
山の元小鹿野町立三田川小学
校長、髙𣘺　保さんに従六位が
贈られました。
　髙𣘺さんは、昭和23年3月か
ら昭和62年3月まで39年間の
長きにわたり、公立中学校教諭、

教頭、公立小学校長を歴任され、心身ともに健全な児童生徒の
育成に尽力されました。教育行政においても、小鹿野町教育委
員会社会教育主事、埼玉県教育委員会秩父教育事務所社会教
育主事を歴任され、学校教育や社会教育の振興と充実に多大
なる貢献をされました。その後も、小鹿野町立三田川幼稚園
長・小鹿野幼稚園長、小鹿野歌舞伎保存会長・顧問として、豊富
な経験や専門知識を生かして、その振興に広く寄与されました。
なお、平成26年9月1日には、瑞宝双光章を受賞されています。

権
上 

カ
タ
子
さ
ん(

両
神
薄)

大
正
9
年
1
月
12
日
生

文殊様の天気占い
2/11(伊豆沢)

◆占い結果（月は旧暦）◆
1月●　  2月● 　 3月●　  4月●
5月○　  6月● 　 7月外　  8月○
9月●　10月○　11月○　12月●
○･･･晴れ　 ●･･･雨　 外･･･荒れる

加藤恵梨奈さん(左)と垣堺杏美さん(右)
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フォトニュース
小鹿野

フォトニュース



日時●3月17日(火)受付13:00～13:50
場所●児童館
該当児●【1歳6か月児】平成30年8月～9月生まれ
　　　　【2歳児】平成30年2月～3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　２歳児健診

日時●3月13日(金)受付13:00～13:50　　
場所●児童館
該当児●平成28年10月～12月生まれ
※検尿・視聴覚のアンケートを行います。用紙は事前に配付し
ますので健診時にお持ちください。

3歳児健診

■長寿筋力アップトレーニング教室
　筋肉を鍛えることで、いつまでも若々しい体を保つことがで
きます。筋肉も含め、体を動かす機会をつくりませんか？
日時●①3月11日(水)、25日(水)14:00～15:00
　　　②3月12日(木)、26日(木)19:00～20:00
場所●①児童館　②いきいき館
対象●20歳以上の町民　　
内容●筋力トレーニング等
※参加を希望される人は事前に保健課に連絡してください。

■バランスボール教室
　バランスボールの使い方を楽しく学び、日常生活に体を動か
す機会をつくりませんか？
日時●3月26日（木）、27日（金）10：00～11：30
※いずれか1日の参加で、前日までに予約が必要です。
場所●児童館（2階）
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●3月18日(水)18：00～20：00
場所●いきいき館　　
対象●20歳以上の町民　　定員●10人　　
内容●体組成測定、結果説明

ヘルスアップ事業おがの
　さまざまな活動を通じて、対人関係の向上や社会参加を目
指します。ふれあい作業所とボランティア団体よもぎの会と保
健課が共同で実施します。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●3月13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●3月10日(火)13：30～15：00
場所●総合ケアセンター巨香の郷　
　　　地域交流スペース
※参加費として100円をいただきます。

オレンジカフェ「笑顔」

3月は自殺対策強化月間です。
「ゲートキーパー」についてご存じですか？
3月は自殺対策強化月間です。
「ゲートキーパー」についてご存じですか？

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は、医療機関で個別健診
の受診が可能です。平成31年4月以降に集団健診や人間
ドックを受けていない人は、３月末までに受けましょう。
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（令和元年5月に郵送した
個別通知をご確認ください。)

Hm4 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。
年度を繰り越して交換はできませんのでご了
承ください。
条件●必須ポイント4点（カードの左上）が必ず
必要です。
交換場所●交換は、保健課窓口のみです
注意点●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
のカードを保健課窓口までお持ちください。

健康教室・健康診査コーナー 申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

　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●3月17日(火)10:00～12:00
場所●児童館
対象●認知症の人を介護する家族

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

■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●3月23日（月）15：00～16：30
場所●いきいき館　　
対象●30～70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、心臓病等の持病がある人は、測定で
きません。

Hm1

■いきいき館利用のための初回講習会［予約制］
　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●3月10日(火)、24日(火)18:00～19:30
対象●20歳以上の町民で初めていきいき館を利用する人
申込●いきいき館☎75-4477
内容●いきいき館の利用方法（運動器具の使い方）
持ち物●運動靴、運動のできる服装、タオル、飲み物　

Hm1

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●3月5日(木)、19日(木)13：30～15：00
場所●小鹿野文化センター　　
対象●65歳以上の人

Hm1バンビちゃんの会

※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)
※3月の開放日は、3日、4日、5日、10日、11日、12日、17日、18日、
19日、24日、25日、26日、31日 (12日、26日は運動教室有）

　「ゲートキーパー（命の門番）」とは、悩んでいる人に
気づき、声をかけ、相手の気持ちに寄り添って話を聴
き、必要な支援につなげ、見守っていく人のことです。
全国では1年に2万人を上回る人が自ら命を絶ってお
り、深刻な社会問題となっています。自殺はこころの健
康問題だけでなく、失業、生活困窮、育児や介護疲れ
などさまざまな悩みや問題をひとりで抱え込んでしま
い、心理的に「追い込まれた末の死」なのです。あなた
の周りに「最近、元気がない」「いつもと様子が違う」な
ど気になる人はいませんか。早期発見のためには、
周囲の人の気づきがとても重要になります。家族や身

近にいる人に気になる変化や行動に気づいたら、さり
げなく声をかけてみましょう。あなたの勇気と行動で
救える命があります。

自立した生活を応援する健康講演会自立した生活を応援する健康講演会
　町では町民一人ひとりが、いつまでも元気で自分ら
しく暮らせる町づくりを目指しています。地域での自
主的な活動は、個人のいきがいや、健康づくりだけで
なく、社会との交流や地域のつながりに効果がありま
す。そのような活動に取り組んでいる皆さんの活動を
紹介します。大勢の皆さんのご参加をお待ちしてい
ます。

日時●3月24日(火)13:15～15:30
場所●小鹿野文化センター・大会議室
内容●１部　講演会「生涯を自立して生活するために」
講師　圏域アドバイザー　吉田哲馬 氏
2部　地域で活動に取り組んでいる方の活動発表会
対象●町民

■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●3月23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

■小鹿野町いつでも健康相談(24時間体制)
☎０１２０-５５４-２４５ (小鹿野町民のみ利用可)
■埼玉いのちの電話
☎048-645-4343
■保健課のひきこもり・こころの相談
　(定期無料相談（24ページ）に掲載)

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　3月8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
プリザーブドフラワー・ハーバリウ

ム教室
日時　4月19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(応募多数の場合抽選)
締切　4月3日(金)必着
※剪定はさみを持参ください。
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

秘境の作物「中津芋」栽培体験（植
付編）
日時　4月12日(日)10:00～13:00
内容　奥秩父・中津川特産「中津芋」
の栽培体験。今回の植付と収穫(7月
5日）の全2回です。(収穫時に1組・約
5㎏お持ち帰りできます。）
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　4,000円／組(全2回分・各昼
食付き)
定員　5組 ※1組4人まで(申込順)
締切　4月5日(日)
豆腐作り体験

日時　4月29日(祝)10:00～13:00
内容　県産大豆と奥秩父のおいしい
水を使用し、大豆本来の甘み・旨みを
味わえる手作りの木綿豆腐を作ります。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円／組(昼食付き)
定員　5組 ※1組2人まで(申込順）
締切　4月22日(水)
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

　人生100年時代を生きるシニアの
ための大学を開校します。健康長寿
を実現するための実践的なカリキュ
ラムと体験型の講座、効果を確認で
きる測定などで、生涯現役を目指す
学習を行います。
対象　県内在住で満50歳以上の人
内容　体と頭脳のパワーアップ、埼
玉の魅力と現代社会 ほか
費用　28,000円(6カ月)
熊谷学園(前期4月～9月)
回数　6カ月18回
場所　熊谷市妻沼行政センター
定員　80人

申込　申込書に必要事項を記入のう
え、3月13日(金)までに郵送してくだ
さい。申込書は小鹿野庁舎にありま
す。また、インターネットからも申込
可能です。
〒362-0812北足立郡伊奈町内宿台
6-26　公益財団法人いきいき埼玉
https://www.iki-iki-saitama.jp/
mirai-college/
問合　埼玉未来大学事務局(熊谷オ
フィス)☎048-598-3831

●長 アルプス 宝登山神社奥宮ハ
イク(山道8.5Km)
日時　3月12日(木)9:40～15:00
場所　秩父鉄道「野上駅」集合
内容　長 アルプス、宝登山神社奥
宮、梅百花園見学等
対象　一般20人(申込順)
費用　無料
●スターウォッチング
日時　3月14日(土)18:30～20:00
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400mmの天体望遠鏡で
春の星座を観察します。
対象　一般　費用　無料
申込&問合　電話でお申し込みくだ
さい。県立大滝げんきプラザ
☎55-0014

大滝げんきプラザのイベント
日時　3月8日(日)11:00～15:00
場所　秩父ミューズパーク梅園ほか
内容　野点、綿菓子販売、日光さる軍
団による「猿まわし」、交通安全体験車
「サイトくん」体験　など
問合　秩父ミューズ
パーク管理事務所
☎25-1315

古今亭菊之丞 落語会
　粋という言葉がぴったりの売れっ
子、古今亭菊之丞の落語をお楽しみ
ください。
日時　3月28日(土)18:45～(開場
18:30～)
場所　秩父市歴史文化伝承館
費用　チケット一般3,000円、中高生
1,000円、障がい者1,500円
※チケットは、秩父演劇鑑賞会(グ
レー内)と矢尾トラベルサロンで販売
しています。
問合　秩父演劇鑑賞会事務局
☎25-1541

小さな森の音楽会
～La Saison de Fukujusou Orange～

日時　3月7日(土)14:00～17:00
場所　ムクゲ自然公園・森のホール
費用　2,500円(tea&sweets付)
出演　レザントロ、VOCE、なおち、し
たらなお、世羅、富田八重子ほか
問合　ムクゲ自然公園☎62-1688

秩父保健所からのお知らせ

①膠原病当事者の会「花みずき会」
　膠原病とは、関節リウマチなどの自
己免疫疾患です。当事者の会に参加

し、病気や療養生活などの情報交換
をしてみませんか？
日時　奇数月第2木曜日(変更する場
合もあります。)13:30～15:30
場所　秩父保健所・談話室
内容　茶話会・絵手紙作りなど
②神経難病患者家族の集い
　集いに参加し、生活に役立つ福祉
制度について、情報を得てみません
か？
日時　3月16日(月)13:30～15:00
場所　秩父保健所・大会議室
対象　パーキンソン病・重症筋無力
症・脊髄小脳変性症などの神経難病
患者と家族
内容　(1)講話：福祉制度について
(2)情報交換
申込　②は3月13日(金)までにお申
し込みください。
問合　秩父保健所保健予防推進担
当☎22-3824

　不動産鑑定士が不動産の価格等
の相談に応じます。
期日　4月4日(土)10:00～16:00
場所　川越市 東上パールビルヂン
グ(川越駅西口徒歩1分)
問合　公益社団法人埼玉県不動産
鑑定士協会☎048-789-6000

不動産鑑定士による
不動産の価格等無料相談

電気設備管理科(1年)
募集期間　3月4日(水)～18日(水)
定員　若干名
選考　3月24日(火)学科、面接
※定員に達した場合、募集をしない
ことがあります。
※介護サービス科については、3月
17日(火)以降お問い合わせください。
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

　37回目の両神花卉共進会の開催
に合わせ、両神花卉生産組合の会員
が丹精込めて育てた花卉を一般公開
します。色、姿はもちろん香りも楽し
めます。ぜひ、ご来場ください。
日時(一般公開)　3月7日(土)
10:00～17:00
8日(日)10:00～14:00

第37回両神花卉共進会
花の展覧会開催令和2年度

埼玉未来大学ライフデザイン科
熊谷学園学生募集

イベント

募  集

案  内
秩父ミューズパーク「梅まつり」

　中高年者が年間を通じて野菜作り
(約30種)を学ぶための実習教室です。
場所　大野原秩父市場横の圃場

時間　平日14:00～16:00
(年間約40回)
募集人員　15人
費用　5,000円(年会費)
申込　3月22日(日)、23日(月)
10:00～15:00に秩父市影森公民館
(☎22-0777)に年会費を添えてお申
し込みください。
問合　☎24-7844
(黒澤まで／18:00以降)

2020年度(第17期生)
秩父農業福祉会 野菜栽培教室

対象　4歳(年中)～12歳
入団金　2,000円
参加費　1期6,000円（全3期）
受付日時　3月22日(日)
15:00～16:00
受付場所　皆野町勤労福祉センター
問合　皆野町水泳スポーツ少年団
☎62-0516(団長 齊藤正雄)

皆野町水泳スポーツ少年団新団員募集

年金事務所からのお知らせ
年金相談や手続きの祭は予約相

談をご利用ください
　お客様のご都合にあわせて、ス
ムーズに相談でき、相談内容にあっ
た職員が事前に準備のうえ、丁寧に
対応します。
相談日　平日及び第2土曜日
※相談時間は曜日により異なります。
予約　☎0570-05-4890(専用電話)
※基礎年金番号のわかる年金手帳や
年金証書をご準備ください。
年金記録や年金見込額をねんき

んネットで確認できます
　ねんきんネットは、パソコンやス
マートフォンからご自身の年金情報
を手軽に確認できるサービスです。
ねんきんネットの利用登録には「アク
セスキー」が便利ですが、アクセス
キーが不明の人は年金事務所でも発
行できますので、電話でお申し込みく
ださい。
問合　秩父年金事務所☎27-6560
(音声案内1→2)

場所　道の駅・両神農林産物直売所
隣り「無料休憩所」
※展示品の花卉の販売予約も行い
ます。引き取りは、8日(日)14：00以
降となります。
問合　両神庁舎・産業振興課
☎79-1101

こうげんびょう
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