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4月1日現在　【世帯数】4,674世帯
　　　　　　【総人口】11,351人【男性】5,638人【女性】5,713人
3月中の異動　出生2人/死亡21人/転入27人/転出63人
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2020（令和2年）NO.176 広報おがの／令和2年5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4月15日現在）
貯水位　328.09ｍ
貯水量　10,300,000㎥
貯水率　100.5％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/☆おがのこども園
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▲開放
★図書館休館日

▲開放
★図書館臨時休館

▲開放
特定健診（倉尾けん
こう館）

▲開放
★図書館休館日

▲開放
★図書館休館日

▲開放
★図書館休館日

▲開放
★図書館休館日

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談
◎認知症相談日

▲開放

▲開放
●産後ママのスト
　レッチ教室

▲開放
●1.6歳児健診

▲開放
●キッズサロン
◎ひきこもり相談
◎認知症相談日

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談

▲開放
◆献血

▲開放
●BCG予防接種

▲開放
★図書館休館日

▲開放

小満

世界禁煙デー 気象記念日 歯と口の健康習慣 環境の日・芒種

看護の日

みどりの日憲法記念日

母の日

こどもの日
端午・立夏

振替休日 世界赤十字デー

メーデー
八十八夜

▲開放

▲開放
■特定健診

▲開放

▲開放
●特定健診

●特定健診

19
▲開放
▲ほっとハグくむ
　ママサロン
●はぐくみ相談（ことば）

▲開放

活 カレンダーカレンダー

32

固定資産税 　　　第1期
軽自動車税　　　 全 期

今月の納税今月の納税

納期は6月1日(月)です。
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町民インディアカ
大会

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業や祭り等が中止となる場合があります。

生
小鹿野町小鹿野町5月

2020

information

子育て支援

図書館・生涯学習

病院だより

3

18

20

22

無料相談•医療

保健・福祉

みんなの広場

情報版

24

26

28

31

おがのこども園「はじまりの会」　　 2おがのこども園「はじまりの会」　　 2C
O
N
T
E
N
T
S

広報おがの

55
2020
176号

月

花と
歌舞伎と
名水のまち

おがのこども園「はじまりの会」　4/9

★図書館臨時休館

★図書館臨時休館 ★図書館臨時休館 ★図書館臨時休館 ★図書館臨時休館

年長組



　昨年12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。
　新たに町が採用したデジタル式防災行政無線システ
ムは、280MHz帯の電波、いわゆるポケットベルの電波
を利用したシステムを使用します。
　このシステムは、電波の到達性能が高く、平野部だけ
でなく、山間部が多い地域にも強いという特性がありま
す。また、放送内容も音声合成（機械音）となるため、既
存の放送よりクリアで聞きやすくなります。
　この工事に伴い、デジタル式防災行政無線に対応した
「戸別受信機」を各家庭に配付します。新しい受信機の配
付については、今年の6月から約3カ月程度かけて配送
業者から各家庭に配付します。
　また、現在各家庭で使用されている「防災ラジオ」、「戸
別受信機」については、使用することができなくなりま
す。古い機器の回収方法については、工事の進捗状況に

応じてお知らせします。
　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
おかけしますが、ご理解、ご
協力をお願いします。
新しい戸別受信機について
　新たに配付予定の戸別受
信機について、通常はあらか
じめ割り当てられた周波数帯のラジオを聴くことができ
ますが、災害時などは緊急放送が優先され最大音量で
放送されます。
※戸別受信機については、基本的に１住宅１台の配付と
なりますが、複数の住宅を所有されている人は、総務課
までご連絡ください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

新しい防災無線の戸別受信機を配付します

　5月の「おはなしひろば」は、新型
コロナウイルス感染症拡大防止の
ためお休みします。

  絵本読み聞かせ事業
　（おがのこども園・図書館連携）

おはなしひろば（毎月2回）

●●小鹿野保育所●●

●●両神保育所●●

●●小鹿野幼稚園●●

おがのこども園「はじまりの会」おがのこども園「はじまりの会」

幼稚園・保育所にて修了式が行われました。幼稚園・保育所にて修了式が行われました。

両神保育所は
41年間の歴史に
幕を閉じました。

両神保育所は
41年間の歴史に
幕を閉じました。

※新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため規模を縮小し
て行いました。

　初めて実物の「おがニャッ
ピー」を目にした子どもたち
は大喜び。集合写真を撮った
あとには「おがニャッピー」の
もとへ駆け寄っていく微笑ま
しい子どもたちの様子を見る
ことが出来ました。

年少
年中
年長

15人
25人
19人

14人
17人
26人

29人
42人
45人

男児　 女児　  計

４月からスタートした
おがのこども園で
はじまりの会が
行われました。

４月からスタートした
おがのこども園で
はじまりの会が
行われました。
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　秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の1市4町
と、国、県、林業関係者で組織する「秩父地域森林林業活
性化協議会」では、秩父産木材の利用促進や普及啓発、
人材育成・雇用に関する事業、さらには森林・林業に関連
するイベントへの支援を行います。
補助対象事業●下表のとおり(令和2年4月1日から令和
3年3月31日までに実施する事業）
補助対象者●森林組合、林業事業体、木材関係者、特定
非営利活動法人、住民の組織する団体等
補助条件
■補助金の交付終了後も、複数年にわたり活動が継続で
きること

■活動内容や技術等に関する情報を広く公開すること　
など
交付決定●申請内容を協議会で審査し、予算の範囲内で
決定します。（7月下旬予定)
申込＆問合せ●申請書を5月11日(月)から6月19日(金)
までに、両神庁舎・産業振興課に提出してください。なお、
申請書は産業振興課にあります。また、ホームページ「森
の活人」からもダウンロードできます。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

森林資源を活かし秩父地域を元気にする活動に補助金を交付します森林資源を活かし秩父地域を元気にする活動に補助金を交付します

店舗・住宅リフォーム資金を助成します店舗・住宅リフォーム資金を助成します
　町では、町民の皆さんが店舗・住宅・併用住宅をリ
フォーム(改修工事)する場合に、その経費の一部を助成
します。
助成対象者
■小鹿野町に住所及び所在があり、町税の滞納がない個
人又は法人
■助成対象となるリフォーム工事について、町で実施し
ている他の助成制度を受けていない人
■再度助成を受ける場合、過去に受けた年度の翌年度か
ら起算して3年以上経過している人
助成対象工事●小規模事業者登録をしている町内の業
者が施工し、申請時に未着工であり、工事に係る費用が
20万円以上である工事
■店舗の場合
①助成対象者が所有し、自ら経営している店舗
②助成対象者が所有し、貸し出している又は貸し出そう
とする店舗
③助成対象者が賃借し、自らが経営するための店舗

■住宅の場合
①助成対象者が所有し、自らが居住するための住宅
②助成対象者が賃借して居住し、リフォーム工事の施工
に関して所有者の承諾がある住宅
助成金額
【店舗】上限を20万円とし、補助対象経費の10分の1の
額(千円未満の端数切捨て)
【住宅】上限を10万円とし、補助対象経費の10分の1の
額(千円未満の端数切捨て)
【併用住宅】上限を30万円とし、店舗・住宅の補助額の合
算額(千円未満の端数切捨て)
申込＆問合せ●両神庁舎・産業振興課へ申請してくださ
い。
※申請は本人又はその家族に限ります。
両神庁舎・産業振興課
☎79-1101

木質バイオマスストーブ等設置費の一部を補助します木質バイオマスストーブ等設置費の一部を補助します
　町では、町民の皆さんが木質バイオマスストーブ又は
木質バイオマスボイラー(以下、「木質バイオマスストー
ブ等」という。)を設置する場合、予算の範囲内においてそ
の経費の一部を補助します。
　この事業は、木質バイオマスエネルギーの利活用を推
進することにより、地球温暖化の防止を図るとともに、林
業及び木材産業の活性化に寄与することを目的としま
す。
　設置を検討している人は、ぜひご活用ください。
補助対象者●次に掲げる全ての要件を満たす人です。
①町内に住所を有する人又は有することとなる人、町内
に事業所を有する事業者で薪ストーブ等を自ら居住する
町内の住宅又は事業所(店舗及び併用住宅を含む)に設
置する人
②補助金の申請時に納期限の到来した町税を滞納して
いない人(個人設置の場合は、世帯員全員)
③町で実施している他の補助制度を受けていない人
補助対象設備●補助の対象となる木質バイオマスストー
ブ等は、以下の要件を満たすものです。
①購入及び設置に要する経費が3万円以上のもの
②中古品、自作品、リース品でなく、未使用品であるもの
③建築基準法等関連法規に基づいて設置されるもの
④排気ダクトを備え付けた固定式のもの

補助対象経費●木質バイオマスストーブ等の本体、煙突
及び付属品の購入・取付工事並びに窓枠工事に係る経費
(消費税及び地方消費税を除く)
補助金額●補助対象経費の3分の1以内とし、10万円を
限度とします。(千円未満の端数切捨て)
申込＆問合せ●申請書を両神庁舎・産業振興課に提出し
てください。なお、申請書は産業振興課にあります。ま
た、町ホームページからダウンロードもできます。
※工事等着工前に必ず申請してください。申請は本人又
はその家族に限ります。
※薪割り機の貸し出し、ストーブ販売店及び薪販売店等
につきましては、産業振興課までお問い合わせくださ
い。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

①公共施設や民間住宅等での
木材利用の推進

秩父圏域の豊富な森林資源を活
用し、特産品化を進め、新たな森
林産業の育成を図る。

新規就労者や担い手の確保、育成
及び従業者の技能向上を図る。
秩父圏域における森林・林業の活
性化やＰＲを図る。

秩父産木材の利用促進及び普及
啓発を図る。

②新たな森林産業への支援

③森林・林業分野における
人材育成・雇用への支援
④森林・林業に関連する
イベントへの支援

1事業者につき20万円(定額)

１事業につき100万円
(20万円以下10/10、20万円超える部分1/2)

１事業につき100万円
(20万円以下10/10、20万円超える部分2/3)

１事業につき10万円(定額)

補助の目的 補助金限度額

薪割り機

　町では、人口の減少をできる限り抑制し、いつまでも安
心して暮らすことのできる地域づくりを進めるため、平成
28年2月に「小鹿野町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を
策定し、各施策に取り組んでまいりました。
　この度、第1期戦略の計画期間が令和元年度をもって
終了したことに伴い、小鹿野町総合振興計画審議会
(本間　信 会長、黒沢裕幸 職務代理)の答申を受け、第2
期戦略(令和2年度～6年度)に改定しましたので、お知ら
せします。
総合戦略の対象期間
　国の長期ビジョンと同様に2060年(令和42年)までを
対象期間とします。
総合戦略の位置づけ
　第2次小鹿野町総合振興計画との整合性を図りなが
ら、町の将来の姿を踏まえ、人口の現状分析や長期的な
展望による課題の把握、また、人口減少の抑制等に的を
絞った具体的な施策を盛り込んでいます。
　なお、策定後においても、実施施策の検証及び内容の
見直しを適宜行います。
総合戦略の基本目標と施策の概要
■産業を振興し、安心して働くことができる環境をつくる
・農林業・商工業に関する施策を記載しています。
・新たに「空き公共施設等活用リモートワーク拠点運営
事業」等の施策を盛り込みました。

■小鹿野町への新しい人の流れをつくる
・移住定住・観光に関する施策を記載しています。
・新たに「地域商社設立事業」等の施策を盛り込みました。
■若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
・結婚・子育て支援・教育に関する施策を記載しています。
・新たに「小鹿野高校魅力化プロジェクト」等の施策を盛
り込みました。
■いつまでも安心して暮らすことができる地域をつくる
・地域づくり・保健福祉・生活環境に関する施策を記載し
ています。
・新たに「地域運営組織の設立促進」等の施策を盛り込
みました。
※総合戦略は、町ホームページで公開しています。また、
小鹿野庁舎・町政情報コーナー、両神庁舎・おもてなし
課、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も閲
覧できます。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

小鹿野町まち・ひと・しごと創生総合戦略を
改定しました
小鹿野町まち・ひと・しごと創生総合戦略を
改定しました

広報 おがの インフォメーション
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有害鳥獣防護柵等設置費を補助します有害鳥獣防護柵等設置費を補助します
　町では、農作物を有害鳥獣から守るために設置する電
気柵や防護柵の購入費を補助します。
補助対象者●町内に住所を有し、自ら農業を行い町内の
農地に電気柵や防護柵を設置した人
補助金額●5万円を上限とし、設置した経費の8割を補助
します。
※電気柵や防護柵を設置するために必要な資材が対象
で防獣アラーム、防獣ライトや人件費は対象外です。
※町税を滞納している人は補助が受けられません。
申請書類●補助金交付申請書、資材等購入明細書・領収
書、設置場所の状況写真
申込＆問合せ●申請書類を持参のうえ、両神庁舎・産業
振興課へ申請してください。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の請求を受け付けています

戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の請求を受け付けています
　終戦75周年の節目にあたり、令和2年4月1日から「第
11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求を受
け付けています。
対象●戦没者等の死亡当時のご遺族で令和2年4月1日
(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病
者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人
(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番によ
る先順位のご遺族1人に支給されます。
①令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取得した人
②戦没者等の子
③戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の
要件により、順番が入れ替わります。
④上記①から③以外の戦没者等の三親等以内の親族
(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係
を有していた人に限ります。
支給金額●25万円(5年償還の記名国債)
請求期間●令和2年4月1日～令和5年3月31日
※請求期間が過ぎると、第11回特別弔慰金の請求がで
きませんので、ご注意ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

両神学童保育室の指導員を募集します
（夏季期間中のアルバイト）

両神学童保育室の指導員を募集します
（夏季期間中のアルバイト）

募集人数●若干名　
対象●高校生以上
内容●学童(小学生)の指導
期間●夏休み期間中
申込＆問合せ●市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、
6月12日(金)までに提出してください。（小鹿野庁舎・住
民生活課 子育て包括支援室☎75-4101）

町職員（保健師）を募集します町職員（保健師）を募集します
募集職種●保健師
募集人数●1人
受験資格
■昭和49年4月2日以降に生まれた人で保健師の免許
を有する人
■日本国籍を有し、地方公務員法第16条に規定する欠
格条項に該当しない人
試験方法●作文及び面接試験
採用予定日●令和2年10月1日
応募方法●保健師免許証の写し及び市販の履歴書に写
真を貼り必要事項を記入のうえ、6月30日(火)までに小
鹿野庁舎・総務課へ郵送又は持参してください。後日、試
験日時を連絡します。
〒368-0192秩父郡小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野庁舎・総務課
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

小鹿野町地域福祉計画策定協議会委員を募集します小鹿野町地域福祉計画策定協議会委員を募集します
　町では、町民の皆さんのご意見を令和2年度に策定す
る地域福祉計画等に反映するため、小鹿野町地域福祉計
画策定協議会の委員を募集します。
任期●令和2年6月～令和3年3月31日（水）
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20歳以上の人
②平日に年3回程度開催する小鹿野町地域福祉計画策
定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

募集期間●5月7日(木)～28日(木)
選考方法●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、持
参､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
☎75-4109　FAX 75-4710

小鹿野町障害者計画等策定協議会委員を募集します小鹿野町障害者計画等策定協議会委員を募集します
　町では、町民の皆さんのご意見を令和2年度に策定す
る障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画に反映す
るため、小鹿野町障害者計画等策定協議会の委員を募
集します。
任期●令和2年6月～令和3年3月31日(水)
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20歳以上の人
②平日に年3回程度開催する小鹿野町障害者計画等策
定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

募集期間●5月7日(木)～28日(木)
選考方法●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、持
参、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
☎75-4109　FAX75-4710

手話で障がい者を支援する仲間を募集します手話で障がい者を支援する仲間を募集します
　聴覚や音声、言語機能に障がいのある人の社会参加
を支援する手話奉仕員の養成講座を開催します。
日時●6月2日(火)～11月27日(金)おおむね毎週火、金
曜日18:30～20:30(全46回)
場所●秩父市歴史文化伝承館ほか
内容●入門編(名前を紹介しよう、趣味について話しま
しょう、ほか)
基礎編(表情豊かに具体的に、主語をわかりやすく、繰り
返しの表現、ほか)
※講座中に手話通訳者等による情報保障は原則ありま
せん。
定員●40人

費用●受講費用は無料、ただしテキスト代3,300円のみ
個人負担
対象●秩父郡市内に居住、又は通勤・通学(中学生以上)
する人
申込＆問合せ●5月25日(月)までにお申し込みくださ
い。
保健福祉センター・福祉課☎75-4109　FAX 75-4710

新規狩猟免許取得に
係る経費を補助します
新規狩猟免許取得に
係る経費を補助します

　町では、有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林産物
等の被害防止を推進するため、新規狩猟免許取得に係る
経費を補助します。
補助対象者●町内に住所を有し、鳥獣の保護及び管理並
びに狩猟の適正化に関する法律で規定する「第１種」、「第
２種」及び「わな」の狩猟免許を新たに取得し、小鹿野町で
実施する有害鳥獣捕獲事業に従事する意思のある人
補助対象経費●狩猟免許試験講習会受講料及び受験手
数料、銃所持許可講習会受講料及び鉄砲所持許可申請
手数料、教習射撃資格申請手数料及び受講料、火薬類等
譲受許可申請手数料、各申請に伴う診断書費用等が対
象です。
申請書類●補助金の交付申請書、取得した狩猟免状の
写し、有害鳥獣捕獲事業の従事意思に関する誓約書、補
助対象経費の領収書
申込＆問合せ●申請書類を持参のうえ、両神庁舎・産業振興
課へ申請してください。両神庁舎・産業振興課☎79-1101

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期や中止となる場合
があります。
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　新型コロナウイルス感染症
が世界各地に爆発的に広がり、
我が国でも4月7日に改正新型
インフルエンザ等対策特別措
置法に基づく「緊急事態宣
言」が発令され、その期間は5
月6日までとし、その対象地域
に埼玉県も含まれました。

　この宣言を受けて、埼玉県知事は県全域に対し次の
４点の緊急事態措置を実施する要請やお願いを発表
いたしました。
１外出自粛の要請
　医療機関への通院、生活必需品の買い物、職場へ
の通勤などを除く
２多数の者が参加するイベント開催を控えるお願い
　繁華街への立ち寄り、数名以上の会食などの集ま
りの中止か延期など
３県立学校への休業を要請
　市町村立の小中学校、高校、特別支援学校へ5月6
日までの臨時休業を要請
４生活必需品への物資確保についてのお願い
　買占めや売り惜しみなどには躊躇なく対応する
　この宣言が発令された大きな要因は、感染者が爆
発的に増加し、医療崩壊の恐れがあることであると思
います。
　ただこの宣言が発令されたからといって、普段の生
活に必要な外出や公共交通機関の運行が禁じられる
訳ではなく「都市封鎖」が起きることはございません。
　この法律で外出自粛は「生活の維持に必要な場合

は除く」とあります。
　町でも、しっかりと情報収集に努め、町民に正しい情
報を提供して参りたいと存じますので、SNSなどでデマ
が流れる恐れがありますが、冷静で沈着な行動を心が
けていただきますようお願いいたします。
　新しいウイルスという目に見えない敵との闘いであり、
誰もが罹患する恐れがあり、いつその流行の終息が訪
れるか分からない不安は皆さんも常々おもちであろうと
存じます。
　今、私たちが出来ることは、「うつらない」「うつさな
い」ことで、家族や友人、職場の人たちなどを守ること
ができます。そのためには、引き続き、石鹸での手洗い
やアルコール消毒、マスクの着用による咳エチケットの
励行、換気の悪い密閉空間・人が密集する場所・近距
離での密接した会話の３条件が重なることを避けるこ
となどの基本的な感染予防対策に努めることが重要
です。
　また、度重なる不要不急の外出自粛要請などで、観
光入込客や飲食機会の減少により、旅館民宿などの
観光関連事業者、飲食関連事業者などのサービス関
連事業者が実質的に大変大きな損失を負っています。
国でも現在、緊急経済対策を検討していただき様々方
策を実施することとなります。町ではいち早く困ってい
る方々に手が差し伸べられるよう国、県と連携しながら
しっかり対応して参ります。
　新型コロナウイルスとの闘いは、長丁場になると思
いますので、一人一人が正しく恐れ、感染拡大を防ぐ
行動をして参りましょう。

小鹿野町長　森 真太郎

新型コロナウイルス感染症と闘う
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.26 ～

「株式会社強矢製作所」
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。

強矢社長（右）▶

▶
研
磨
作
業
の
説
明
を
受
け
る
森
町
長

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地
電 話

代表取締役社長　強矢輝行
22名
2000年
小鹿野町下小鹿野878-1
0494-72-0214

会社概要

仕上げの作業工程

町長の見て・聞いて・話して
　第２６回の事業所訪問は、２月２７日に下小鹿野の強矢
製作所を訪問し、強矢輝行社長にお話を伺いました。
　訪問してすぐに、ご自身の中学時代の引きこもり経験
があったこと、この時に漫画を描くきっかけを見つけ自
信につながり、後の絵本づくりへの道しるべとなったこ
と、また、この経験は前向きな引きこもりだったので、今
となっては人との絆、人との縁にも繋がり、現在の仕事に
大きな影響を与えるほどの貴重な時間だったことをにこ
やかに話してくださいました。
　現在の事業を始めるきっかけとなったのも人との縁で
一台の研磨機の購入から始まり、ダイカスト仕上げの生
産技術を教えてもらったことで、この仕事を若い人が魅
力を感じ、明るく作業していく環境が整えば成功すると
いう思いからとのことでした。
　強矢製作所は、平成１２年（２０００年）に河原沢地内で創
業し、平成２７年（２０１５年）に泉田工業団地内に工場を移
転されました。
　案内していただいた工場内では、主に自動車の部品や
電灯カバ－、船舶のファン、ガスメ－タ－等の金属加工等
の幅広い製品の加工作業が手際よく行われておりまし
た。
　研磨室の作業工程では、イヤホンを付けてリズム感を
とることで作業効率は上がり、更に１ミリの誤差のない高
い技術力で高品質のレバ－製品が作られておりました。
倉庫内には、今まで
に加工した580種類
ほどの製品が保管さ
れていました。
　社員の平均年齢
は20歳代と若く、定
着しているのは、社
長と社員の親密度が
深いこと、そして職

場環境の充実によるものと感じました。
 創業後、２０年の歳月の間には様々な困難があったが、
それを乗り越えられたのは、多くの人の助けがあったと
言います。社長の人柄が多くの“人”を惹き寄せるととも
に、信頼しあえる社員と
一致団結して努力を惜
しまず、見えない所こ
そ、手を抜かない、信頼
される品質のもと、未来
を切り拓くものづくりに
挑戦していく企業であ
ると感じました。
わが社の主力製品
　ダイカスト仕上げ、プレス加工、研磨加工、ブラスト
ショット、ヘアライン仕上げ、プラスチック製品組み立て
など、様々な技術でお客様のニーズに合わせたご提案を
することで信頼を得ております。
ここに自信あり
　当社の作り上げる製品は、硬い金属の固まりです。そ
の硬い金型も、柔らかい発想で自在に伸び縮みさせま
す。硬くても、若い遊び
心と行動力とフレキシ
ブルな発想を持った柔
軟性のある人材が武器
です。社員一同が団結
して取り組み、品質・コ
スト・納期スピ－ドで顧
客に信頼され、愛される
企業を目指してまいり
ます。

イヤホンを付けて好きな音楽を聴き
ながら集中力を高めることを会社と
して推進しています

工業統計調査に
ご協力ください
工業統計調査に
ご協力ください

　経済産業省では、６月１日を基準日として工業統計調査
を実施します。この調査は、従業者4人以上のすべての製
造事業所を対象とし、我が国における工業の実態を明らか
にする重要な調査で、統計法に基づく基幹統計調査です。
　調査結果は、中小企業施策や地域振興など、国や地域
行政施策のための基礎資料として利活用されます。調査
票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外に使
用することは絶対にありません。
　調査員証を携行した調査員が、製造事業所の皆さんの
もとへ訪問しますので、調査の趣旨・必要性をご理解い
ただき、ご回答をお願いします。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

緑の募金（家庭募金）に
ご協力をお願いします
緑の募金（家庭募金）に
ご協力をお願いします

　町では、5月1日から１カ月間「緑の募金」運動を行いま
す。この募金は、地球温暖化防止の基本でもある緑豊か
な自然を確保し、豊かさとゆとりが実感できる生活空間
の実現が図れるよう森林の整備と緑化を推進するもの
で全国的に展開されているものです。皆さんのご協力を
お願いします。
　なお、集められた募金の50％は(公社)埼玉県緑化推進
委員会を通じて町の緑化事業に利用されます。
問合せ●両神庁舎・産業振興課
　　　　☎79-1101

6/1
月
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100%

　小鹿野高校は、『山村留学』という埼玉県立高校としては唯一の制度を採用していま
す。遠方の生徒が、目的を持って親元を離れ、町内旅館(国民宿舎両神荘と須﨑旅館)に
滞在し集団生活を送ることを応援するものです。これまでに、野球部の他、ボランティア
部やソフトテニス部の生徒ら約50名が利用し、自然豊かな環境の中で、大きく成長して
いっています。昨年度3月に卒業した、元野球部の山村留学生にお話を伺いました。

山村留学を利用した理由
　進路を検討していた中学3年生の時、野球のクラブチー
ムの大会で小鹿野高校の先生に話しかけていただいた。高
校生との練習会に参加することになり、「雰囲気がいいな。
ここに通いたい。」と感じた。元々、野球の上手い兄が、私立
高校の寮生活の中で自立していった姿を見ていたので、自
分も寮生活をしたかった。
苦労したことや良かったこと
　練習が思っていたよりきつく、疲れて遅くに帰って来た後
に、ユニフォームを洗濯したり、汚した手洗い場を綺麗にし
たり、最初は大変だった。でも、「自分たちのことは自分たち
でやる」と寮の仲間と心掛け、みんなとふざけ合いながら行
う内に、慣れていった。先生も時々怒ってくれた。何より親の

小鹿野
高校×

地域のコラボ通信 VOL.3

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課
　　　　(小鹿野高校魅力化プロジェクト)
　　　　☎75-1238

有難みもわかった。 
　結果、プラスにしかなっていない。生活のことは自分でで
きるようになったし、コミュニケーション能力がついた。また、
自分で考える力もついたと思う。野球にも影響することだ
が、言われたことをやるだけではなく、結果を見て「ここがダ
メだったからこう改善しよう」と考えて行動できるようになっ
た。両親も「山村留学させて良かった」と言ってくれている。
先生、又は地域へのメッセージ
　小鹿野町の環境で、小鹿野高校で3年間を過ごせたこと
は、自分の成長に大きく繋がった。これからの人生に活かし
てがんばっていきます。進学も、志望する北海道の大学に
決まりました。

卒業した先輩方へのメッセージ
　小鹿野町での寮生活が始まる前、不安しかなかった私
に、先輩方は全てを丁寧に教えてくれました。それにより私は

この寮の1メンバーに加われたのだと感じました。皆さんと
過ごせた日々 は、今後、新しい自分の発見に繋がると思って
います。本当に感謝しています。

　入寮する時は、15歳という若さで親元を離れます。最
初は不安もあると思いますが、同室の仲間同士で、ご飯
を食べ、雨の中でも自転車で登校し、朝の練習や授業・放
課後の練習を共にし、帰宅後は自分のユニフォームを洗
濯する、そんな日々の中で肉体的にも精神的にも成長し
ていきます。3年を通して見ていると、成長の度合いも実
感としてわかります。家庭にいるより制約も多いなか、苦
難を乗り越えられるのは、励まし合える仲間の存在が大
きいのではないでしょうか。
　先行して受け入れていた須﨑旅館さ
んや高校と相談し合い、受け入れ体制
を整えています。子どもたちには、「こう
したらいい」と言わないようにし、あくま
で自主性が伸びるように見守る、何か
あったら助ける、という姿勢で接してい

ます。山村留学は良い制度だと思
います。
　多感な高校時代に、集団生活の
中で自立する、その経験は人生に
おいて大きな礎となっているよう
です。その陰には、受け入れて下さる施設のご協力や、生
活指導に熱心な先生方のご尽力が欠かせません。町民
の皆さんにも、山村留学生たちの成長を見守っていただ
けたら幸いです。

■生徒：松澤駿樹さん(伊奈町出身2017年4月～2020年1月両神荘を利用)

■生徒:小林  廉さん(鶴ヶ島市出身、ボランティア部、2019年4月～両神荘を利用中)

■両神荘:斎藤支配人(山村留学生受け入れ施設)のコメント

しゅんき

掲
示
板
で
の
先
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

4人部屋
寮で仲間とご飯を食べる
山村留学生たち

忘れずに納めましょう
5月は軽自動車税（種別割）・自動車税（種別割）の納期です
忘れずに納めましょう
5月は軽自動車税（種別割）・自動車税（種別割）の納期です

　軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原動機付
自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車・ミ
ニカーを所有している人が町税として納める税金です。
また、自動車税(種別割)は普通自動車・大型自動車等を
所有している人が県税として納める税金です。
　軽自動車税(種別割)の納付場所は、小鹿野庁舎・会計
課、両神庁舎・おもてなし課のほか各金融機関・郵便局・コ
ンビニエンスストアです。また、スマートフォンアプリで納
めることもできます。6月1日(月)の納期限までに忘れず
に納めてください。

　身体や精神に障がいのある人(障害者と同一生計)は、
障がいの程度により軽自動車税(種別割)の減免を受ける
ことができます。
　令和2年度の減免を受けようとする人は、6月1日(月)
の納期限までに減免申請書を小鹿野庁舎・税務課へ提出
してください。減免申請書には、納税通知書、障害者手
帳、運転免許証、車検証、印鑑、個人番号の記載書類(マ
イナンバーカード・通知カード等)が必要となります。

　なお、減免は１人につき１台の自動車に限られています
ので、自動車税(種別割)の減免を受けている人は、軽自
動車税(種別割)の減免は受けられませんのでご注意くだ
さい。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125
※自動車税等の減免については、秩父県税事務所(☎
23-2121)までお問い合わせください。

令和2年度町県民税所得・課税(非課税)証明書の交付開始日令和2年度町県民税所得・課税(非課税)証明書の交付開始日
　令和2年度の町県民税所得・課税(非課税)証明書は、6月1日(月)から交付します。
なお、本人と同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125

※自動車税(種別割)は、町役場で納めることがで
きませんので、金融機関やコンビニエンスストア
等で納めてください。
問合せ●埼玉県税務課☎048-830-2659

身体障害者や精神障害者に対する軽自動車税(種別割)の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
　新型コロナウイルスの影響により事業収入や給与収
入等に相当の減少があった方は、徴収猶予の「特例制度」
（※）により、1年間、町税の徴収の猶予を受けることがで
きます。　
　なお、担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※関係法案が国会で成立することが前提です。
対象となる方
　以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者
（個人法人の別、規模は問わず）
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の
任意の期間（1か月以上）において、事業収入や給与収入
が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。
②一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる町税
　令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到

来する町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、
国民健康保険税等。（これらのうち、既に納期限が過ぎて
いる未納の町税についても、遡ってこの特例を利用する
ことができます。）
申請手続等
　関係法令の施行から2か月後、又は、納期限のいずれ
か遅い日までに申請が必要です。
　申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提
出していただきますが、提出が難しい場合は口頭により
お伺いします。
その他
　特例の要件を満たさない場合でも、ご本人やご家族が
病気にかかった場合など他の猶予制度を利用できる場
合がありますので、ご相談ください。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125
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町職員の異動町職員の異動

小鹿野町の 
組織・機構図

（令和2年４月現在）

町長

教育委員会

病院事業管理者

町議会

副町長

教育長

院長

技監

総務課

総合政策課

税務課 

住民生活課

まちづくり推進室

福祉課

保健課

おもてなし課

産業振興課

建設課

会計課（会計管理者）

学校教育課

子育て包括支援室

衛生センター

おがのこども園

おがの保育所

子育て支援センター

両神学童保育室

学校給食センター

社会教育課

中央公民館

両神公民館

図書館

病院事務局 医事管理課

議会事務局

•工事検査

•総務担当
•職員担当
•自治文化人権担当 

•財政担当 
•契約担当

•管理担当
•固定資産税担当

•住民担当
•防犯担当

•社会福祉担当
•保険担当

•健康増進担当

•観光担当
•管財担当

•農政担当
•林政担当

•管理用地担当

•審査担当

•庶務担当

•高齢者福祉担当

•在宅介護担当

•商業担当
•バス運行担当

•農業委員会担当
•自然エネルギー担当 

•土木建築担当

•出納担当

•学校教育担当

•社会教育担当

•庶務担当

•庶務担当

•管理担当

•秘書担当
•文書法制担当
•危機管理・防災担当  

•企画政策担当

•住民税担当

•環境衛生担当
•交通安全担当

•文化財保護担当

•事業担当

•奉仕担当

•障害者福祉担当

•庶務担当

•工業担当
 

•都市計画担当

•広聴広報統計担当
•管財担当 

•情報担当

•国保税担当

•児童福祉担当
•児童虐待相談

•社会体育担当

•庶務担当
•医事担当

異動職員(課所長等)

まちづくり推進室長(総務課内)
おもてなし課長
山岳クライミング推進室長(おもてなし課内)
産業振興課長
【新任課長】
税務課長
議会事務局長

出浦泰成
石田伸二
黒田佳之
近藤勝英

加藤恭浩
栗原勇雄

3月31日付け退職者

税務課長
産業振興課副課長
建設課主幹
小鹿野保育所管理栄養士長
学校教育課指導主事(派遣終了)
子育て包括支援室(住民生活課内)主任
小鹿野保育所主事補(保育士)
産業振興課主事補
小鹿野幼稚園行政専門員(任期満了)

守屋明美
田隝　均
黒田得翁
加藤喜大
山口貴久
南　雄大
山中友花
原島教道
石川久子派遣職員

学校教育課指導主事 邊見　梓

新規採用職員

総務課
総合政策課
税務課
子育て包括支援室(住民生活課内)
おがのこども園(保育教諭)
おがの保育所(保育士)
おがの保育所(管理栄養士)

奥澤勇人
坂本知子
櫛原雄大
多比羅凌雅
黒澤舞友加
宮澤亜優美
式守由衣

福祉課
福祉課
産業振興課
建設課
社会教育課兼中央公民館
病院(管理栄養士)

猪野秀樹
茂木亮太
荻野翔太
方波見亮太
田端祐也
山崎佳奈子

　4月1日からの町の人事についてお知らせします。

山岳クライミング推進室

　町では、秩父産木材を使った木製おもちゃを誕生祝い
品としてプレゼントする木育事業を実施しています。
　乳幼児期から木材に触れ、森林や自然を大切にする心
を育む木育を家族みんなではじめましょう！
　誕生祝い品は、『新生児訪問』又は『こんにちは赤ちゃ
ん訪問』のときに保健師よりお渡しします。

  木育事業　
赤ちゃんに誕生祝い品を贈ります

木育とは…
子どもから大人までを対象に、木材や木製品との
ふれあいを通じて、木に対する親しみや木の文化
への理解を深め、木材の良さや利用の意義を学ん
でもらうための教育活動のことです。

問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

正午の放送を変更します正午の放送を変更します
　令和2年5月1日から防災行政無線の正午の放送を「SWEET ROAD～R299～ピアノバージョン」
へ変更します。
　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
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　こんにちは！昨年5月末より小鹿野町の地域おこし
協力隊として活動しております、宮本莉帆と申します。神
奈川県横浜市から移住し、現在は移住促進•観光交
流館(旧寿旅館)にて交流の場づくりイベントの企画実
施•小鹿野町の情報発信の3つをメインに活動してお
ります。
　小鹿野町民となり早1年、多くの方々に支えられなが
ら、様々な刺激を受け、たくさんのことを学ばせていた
だいております。この場を借りて、私が小鹿野町に移住
した経緯を少しばかりお話させていただければと存じ
ます。
　高校生あたりからコトコト煮込むようにあたため続け
た自分なりの生き方の理想はありながら、周りの目を
気にしすぎて“自然が豊かな環境で、人との関わりを大
切に、人間らしい心を大切に生きていきたい”という思
いを“いずれ”、“結婚後”の夢として後回しにしていまし
た。
　しかし世の中のレールに沿って都心で働いてみて、
良くも悪くも多くの出来事を経験し、そこから学ぶこと•
考えさせられることがたくさんあり、
“自分だけの、一度きりの人生、どう生きたら後悔がな
いか”
“誰かの理想を生きるのではなく、自分の気持ちに正
直に生きていきたい”
　都心の会社を辞めて半年間、毎日ぐるぐる(おそらく
人生で1番)考え続け、自分の夢である田舎移住のた
めの小さな一歩を踏み出したのが昨年
1月。都心開催の移住イベントに参加
し、そこで小鹿野町を知りました。
　そして初めて小鹿野町に足を運んだ
のが2月。あたたかい人たち、豊かな自
然環境、伝統が息づく町…ここで暮らし
たい！と思いました。そこから隔週ペース
で小鹿野町に足を運んで町の方 と々の
関わりを広げ、町のいろいろな場所に
行って暮らしのイメージを固めて、昨年5
月末に晴れて小鹿野町民に。

　今はこの町で、“豊かな自然の中で、人との関わりを
大切に、人間らしい心を大切に生きていきたい” という
学生時代からの夢をしっかり実現できています。あの
時、小さいけれど大きな一歩を踏み出して本当によ
かったです。自分の気持ちにしっかり向き合って行動
に移せたのは、小鹿野町や地元横浜の方々の応援や
優しさにたくさん背中を押してもらったから。辛かった
こと・良かったことにも、取り巻く環境・周りの方々にも、
感謝の気持ちでいっぱいです。
　今後も、だいすきな小鹿野町の良さをたくさんの方
に知っていただけるような、以前の私のように田舎移
住の夢を持ちながら悩んでいる方の背中を、今度は私
がぽんっと押してあげられるような、そんな心のこもっ
た活動をしていきたいです。

たくさんの方々に支えられて　
 地域おこし協力隊　宮本 莉帆

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！ ➡

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
師岡 謙一 ･ 御田 正弘 ･ 掛川 安純

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　　

もろおか けんいち　　　おんだ　 まさひろ　　  かけがわ    あずみ

　アウトドアショップにてキャンプのインストラクター
をしていましたので、キャンプしてみたい、タープをう

まく張りたい、
ガソリンランタ
ン使いたい！
etc…という方
はお気軽にご
相談ください。
ソロキャンプも
大歓迎です。
(佐々木)

　狩猟期間が
終わったので、
有害鳥獣駆除
員として有害
鳥獣駆除に努
めてまいりま
す。（片桐）

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.35VOL.35

　小鹿野町の移住促
進PR動画に主人公リ
ホ役として出演させて
いただきました！撮影を
通して、沢山の小鹿野
町の素敵なイベントや
場所、あたたかな町の
方々とたくさん巡りあ
え、改めて小鹿野町の
素晴らしさ
を痛感いた
しました。
(宮本)

御田 正弘さん
おんだ　まさひろ

産業振興課(林業イノベー
ション事業)
　林業イノベーション担当の協
力隊として赴任してきた御田で
す。今後は林業イノベーション
だけにとどまらず、森林サービ
ス産業全般の立ち上げにチャ
レンジしていきたいと思います。
前職はIT業界30年ですが、趣
味はトレイルランとボクシング
なので見た目はIT系っぽくな
いです。よろしくお願いします。

掛川 安純さん
かけがわ　  あずみ

産業振興課(農業・林業イ
ノベーション事業)
　東京都から参りました掛川
です。八王子市の自然の中で
育ちました。自然豊かな小鹿野
町では、野菜作りや森づくり等
の活動を通じて、町の産業振
興と環境保全に少しでも貢献
したい気持ちでおります。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

　小鹿野産の蜂蜜で「秩父百花蜂蜜酒」の
試作品が完成しました。現在は委託製造です
が、今後は倉尾
に醸造所を設立
するべく奮闘し
ております。ま
た、第二子の出
産で7月中旬ま
でお休みさせて
いただきます。
(工藤)

ダリア園　
　注文球根の
発送をしていま
す。（沢田）
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町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します

支出額 457,627円

2日
3日
4日
6日
11日
14日
17日
19日
25日
27日
27日
27日
27日

土産品代
大野知事就任を祝う会 会費
第59回全国国保地域医療学会交流会 会費
第29回倉尾スポーツ大会
埼玉新聞創刊75周年記念式典祝賀会 会費
中紀雄先生瑞寶雙光章受章記念祝賀会 会費
第６回全国女性町長サミット歓迎懇親会 会費
第49回小鹿野ロードレース大会招待選手歓迎会 会費
ジオパーク再認定審査交流会 会費
第41回奈倉耕地運動会
第39回松坂地区大運動会
第6回腰ノ根収穫祭
第42回よこぜまつり

3,663円
8,000円
8,000円
3,000円
10,000円
10,000円
5,000円
5,000円
3,000円
3,000円
3,000円
3,000円
3,000円

4日
7日
7日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
17日
18日
19日
20日

24日

24日
24日
24日
24日
26日
27日
28日
29日

29日

30日

31日

おがのシルクロード商店街新年会 会費
秩父郡市医師会新年会 会費
豊かな埼玉をつくる県民の集い 会費
土産品代
両神花卉生産組合新年会 会費
小鹿野町体育協会新年会 会費
小鹿野町消防団新年懇親会 会費
秩父郡市薬剤師会新年会 会費
三・両地域協議会新年会 会費
JAちちぶ新年祝賀会 会費
小鹿野町スポーツ少年団新年会 会費
西秩父商工会新年会 会費
小鹿野町消防団第2支団新年懇親会 会費
民生委員・児童委員協議会新年懇親会・歓迎会 会費
秩父地区保護司会･更生保護女性会合同新年懇親会 
会費
両神文芸クラブ俳句新年会 会費
小鹿野子ども歌舞伎新年会 会費
秩父機械電気工業会新年会 会費
（公社）秩父青年会議所新年会 会費
秩父郡市歯科医師会新年祝賀会 会費
秩父郡町村会新年会 会費
小鹿野町国際交流協会新春懇談会 会費
ＪＡちちぶ園芸部会総会･反省会 会費
埼玉県北西部管内自治体連絡協議会意見交換懇親会 
会費
土産品代
交通死亡事故抑止3000日達成感謝状贈呈式・懇親会 
会費

2日
2日
2日
4日
4日
5日
9日
13日
14日
17日
19日
20日
25日
28日

小鹿野町消防団１－８分団新年会 会費
小鹿野町消防団１－７分団新年会 会費
小鹿野町消防団１－1分団新年会 会費
秩父旅館業協同組合新年会 会費
西秩父青色申告会新年会 会費
（一社）埼玉県治山林道協会理事会懇親会 会費
小鹿野歌舞伎保存会新春懇親会 会費
小鹿野町老人クラブ連合会新年会 会費
西秩父商工会青年部新年会 会費
土産品代
秩父広域議会新年会 会費
（一社）秩父観光協会秩父支部新春懇親会 会費
(株)秩父開発機構懇親会 会費
西秩父交通安全協会小鹿野支部新年会 会費

5,000円
5,000円
3,000円
7,000円
5,000円
3,000円
3,000円
5,000円
5,000円
3,663円
7,000円
5,000円
5,000円
5,000円

4日
6日
10日
10日
10日
10日
10日
13日
14日
15日
16日
17日
17日
17日
23日
25日
28日
29日
30日

吉田よいとこ祭「吉田を考える会」 会費
秩父地域まちづくり協議会懇親会 会費
尾ノ内紅葉まつり
奥秩父大滝紅葉まつり
特別点検慰労会 会費（1－1分団）
特別点検慰労会 会費（1－7分団）
特別点検慰労会 会費（1－8分団）
土産品代
土産品代
土産品代
JAちちぶ女性部小鹿野支部作品展
第26回ちちぶ荒川新そばまつり
歌舞伎郷土芸能祭出演団体反省会 会費
皆野病院祭
第31回長若ふるさとフェスティバル
秩父地域議長会懇親会 会費
国民救済統一募金
民生委員・民生児童委員退任者送別会 会費
西秩父野球連盟納会 会費

3,000円
5,000円
3,000円
2,000円
5,000円
5,000円
5,000円
3,663円
3,663円
3,663円
3,000円
2,000円
3,000円
5,000円
3,000円
6,000円
3,000円
5,000円
5,000円

3日
3日
6日
12日
14日
16日
17日
17日
18日
19日
20日

23日

24日
25日

例大祭屋台芝居津谷木出演祝
秩父夜祭観光懇談会 会費
土産品代
JAちちぶ園芸部会小鹿野支部総会・忘年会 会費
小鹿野高校野球部忘年会 会費
小鹿野りそな会忘年会 会費
狭山LC西秩父LC合同クリスマス家族例会 会費
土産品代
両神山麓花とみどりを育てる会反省会と忘年会 会費
秩父報道連盟年末懇談会 会費
小鹿野町区長協議会懇親会 会費
（一社）地域共生政策自治体連携機構首長連絡会・
情報交換会 会費
関係者への地元特産品代
農業委員会忘年会 会費

3,000円
3,000円
3,663円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
3,663円
4,000円
10,000円
5,000円

10,000円

34,650円
5,000円

6日
30日

花卉共進会懇親会 会費
土産品代

5,000円
3,663円

町長
交際費

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

令和元年10月

令和元年11月

令和元年12月

令和2年1月

令和2年2月

令和2年3月

5,000円
5,000円
15,000円
2,010円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円

5,000円

5,000円
3,000円
5,000円
6,000円
5,000円
6,000円
3,000円
5,000円

10,000円

3,663円

5,000円

令和元度後期分

地域おこし企業人　石塚 浩哉

　4月のクライミングパーク神怡舘のオープンに合
せ、その宣伝を目的として、4月18日に小鹿野春まつ
り見学後、観光大使平山ユージさん講師のもと、神
怡舘でのボルダリング講習ツアーを予定しておりま
したが、新型コロナウイルスの影響で、中止となりま
した。町が推進している「クライミングによる町おこ
し」に弊社近畿日本ツーリストはどう協力できるか？
私は、一昨年7月の赴任後すぐ、町のシンボル的存在
である日本百名山の一つ、両神山に登ってみました。
60歳近くとなり、約20年ぶりの本格的登山で、死ぬ
思い(笑)で山頂まで辿り着きました。山頂からの景
色は素晴らしいものでした。この両神山へは、グルー
プ企業でありますクラブツーリズムが、西武秩父駅
集合解散の個人やグループ向けの登山ツアーを組
んでいます。以前は貸切バスを利用した登山ツアー
を各方面で実施していましたが、現在バス料金の高
騰により、現地集合解散の登山ツアーが主流になっ
ています。
　また、私が最優先で取り組んでいます学生団体誘
客のため、チャレンジデーに視察を兼ねて里山案内
人さんのご案内のもと「札所32番一周コース」を歩
いてみました。その後個人的に案内人さんにお願い
し、四阿屋山コースを視察し、小中学生のハイキン
グコースを設定していただいたりしました。以前の
ように林間学校で本格的登山を実施しなくなった昨
今、適度なコースと感じています。
　クライミングパーク神怡舘については、これはもう
宣伝が重要と思っています。観光大使平山ユージさ
んという町の財産を活かし、宣伝をしていく。会社や

メディアを巻き込んでの告知を
図っていきたいと思います。
　昨年9月に2回、東京都有明の
ボルダリングカフェで、平山ユー
ジさん講師のボルダリング講習
を実施し、そこで小鹿野町の宣
伝や、町の特産品を召し上がっ
ていただいたりしました。その模
様は国内最大の登山WEBメディ
アであるYAMA　HACKで取り上
げられました。
　また、オリンピックイヤー（で

はなくなってしまいそうですが（3/25現在））に合わ
せ、弊社全社会議で平山ユージさんにご登壇いただ
き、スポーツクライミングと小鹿野町の宣伝をしてい
ただきました。
　その後、前述の有明でのツアー参加者を中心とし
て、10月に町内でのツアーを2回予定していました
が、いずれも台風19号の影響で中止となりました。
さらに、今回は冒頭の通り、新型コロナウイルスの影
響でツアーが中止となりました。
　平山さんからは、東京2020の開催時期により流動
的ではあるが、来秋クライミングフェスティバルを開
催したい旨の提案がありました。三度目の正直で実
現したいと思っています。

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クライミングタウン
(百名山・里山ハイキング・ロッククライミング)小鹿野
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　お子さんとのかかわり方に悩んでしまうことはないでしょう
か？専門の保育士が、一緒に遊びながらお子さんに合ったかか
わり方を具体的にアドバイスしてくれる個別教室です。
日時●5月12日(火)10:00～12:00
予約時間●①10：00～　②11：00～　
場所●児童館
内容●遊びや相談等
講師●保育士
対象●１歳６か月～就学前のお子さんと保護者
申込●5月8日(金)までにお申し込みください。

日時●5月27日(水)10:00～12:00
場所●児童館
予約時間●①10:00～　②10:40～　③11:20～
内容●個別相談等
講師●なごみ整体院　あん摩・マッサージ・指圧師　
鎌田昌子氏
対象●およそ生後5か月までのお子さんがいる母親
申込●5月22日(金)までにお申し込みください。

　母子手帳機能のアプリで、町の子育て情報の発信をしています。
育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実
しています。

　令和2年度に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●令和2年度分は、令和3年3月31日(水)までに小
鹿野庁舎・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(令和2年4月～令和3年3月分)
■領収書又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(通帳等)
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

　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●5月20日(水)9:40～15:10
場所●児童館　　内容●個別相談
対象●ことばの発達について相談したい就学前のお子さんと
保護者

　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
※5月6日までは中止。
場所●横瀬児童館
※巡回日は除く。
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。
5月の巡回日＆場所
■5月  8日㊎  秩父市子育て支援センター(下郷児童館内)
■5月20日㊌  小鹿野町子育て支援センター

令和2年度分高校生等通学定期券購入費補助制度令和2年度分高校生等通学定期券購入費補助制度

母子手帳アプリ「ほっと子育ておがニャプリ」母子手帳アプリ「ほっと子育ておがニャプリ」

情報情報
ほっと ママ

ステーション

  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

「ほっと ハグくむ．．．ママサロン」「ほっと ハグくむ．．．ママサロン」

産後ママのストレッチ教室（予約制）産後ママのストレッチ教室（予約制）

キッズサロン（予約制）キッズサロン（予約制）

はぐくみ相談 (予約制)はぐくみ相談 (予約制)

検索母子モ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5月の事業も全日開放となります。
状況により閉所となる場合もあります。ご不明な点はお問合せください。

　新緑の５月。例年ですと、庭や
ホールでたくさんの笑い声が聞
こえ親子で楽しく過ごしていま
した。　　
　また、みんなでワイワイ遊べる
ようになるといいですね。この状
況が早く終わり楽しく遊べるよ
うになることを願っています。

　開放
■毎日　９：００～１６：００
　＊水曜９：００～１２：００
■０歳～３歳のお子さんと保護者
■赤ちゃんの部屋・ホール（遊戯室）・庭
■親子一緒に遊びましょう。
　保護者の人は、危なくないようにお互いに注意を
　払って遊んでいきましょう。 　子育て相談(電話・面談)

■月～金曜日　９：３０～１６：００
■トイレトレーニング、しつけ、食事など
　子育てに対して一人で悩んでいませんか？気軽に
　話してみませんか。
　電話相談　７５-０５５０

　にこにこタイム
■毎日　１１：３０～１１：４５　１６：００～１６：１５
■０歳～３歳のお子さんと保護者
■手遊び、大型絵本の読み聞かせ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を中止する場合があります。
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☎７５-０５５０

親子で遊びに来てね。
待っています。

応援します！

あなたの子育て

子育て支援センター
 情 報
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●町民インディアカ大会●

日時●5月31日(日)9:00～
場所●小鹿野中学校第一体育館
申込＆問合せ●5月25日(月)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

●町民ソフトボール大会●

日時●【少年の部】6月7日(日)8:30～
　　　【一般の部】6月14日(日)8:00～
予備日●6月21日(日)
場所●下小鹿野運動場、両神山村広場
代表者会議●5月14日(木)
申込＆問合せ●5月13日(水)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

●硬式テニス教室●

日時●5月31日、6月7日、14日、21日(日)13:00～15：00
　　　6月2日、9日、16日、23日(火)19:00～21:00
場所●小鹿野町総合運動公園テニスコート
対象●町内在住在勤者（小学5年生以上）
定員●30人(申込順)　
費用●参加費500円
申込＆問合せ●参加費を添えて小鹿野文化
センター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

図書館Q&A図書館Q&A
借りたい資料が貸出中のときはどうすればいいの？

その場合は、「予約」ができます。予約できる資料点数は、図書10点、視聴覚資料5点ま
でです。予約された資料は、返却時にカウンターに取り置きします。予約資料は、図書館
からの連絡後7日以内にお受け取りください。予約の方法は次のとおりです。
①カウンターで予約する
　カウンター横にある「予約希望カード」に資料名・著者名・出版社等及び予約する人の利用券番号、
氏名、連絡先の電話番号等を記入のうえ、職員にお渡しください。
②ＷＥＢから予約する
　図書館内にある蔵書検索画面から本の予約ができます。ＷＥＢから予約するためには、ＩＤとパス
ワードが必要です。図書館カウンターにて発行しておりますので、職員までお声がけください。
③電話・ＦＡＸ・メールで予約する
　電話やＦＡＸ(下記参照)でも受け付けています。予約する資料名・著者名・出版社等及び予約する人
の利用券番号、氏名、連絡先の電話番号等をお知らせください。メールの場合は、次のアドレスに前
述の内容を記入して送信してください。
図書館　ＦＡＸ 72-3206
予約専用メールアドレス　s-yoyaku@town.ogano.lg.jp

Q

A

　今月から職員のオススメ本を順次紹介していきます。
紹介した本は、館内のオススメ本の棚に展示しています。
書名●はじめての万葉集　上・下
著者名●萩原昌好/編　
中島梨絵/絵
出版社●あすなろ書房
分類●Ｋ911ハ
内容●新元号になって１年。「万葉
集」と関係の深い「令和」。その万葉
集がいつの時代に作られて、どのよ
うな和歌が載っているのか知らない
人も多いはずです。日本最古の和歌
集がわかりやすく意訳されており、
時代背景や歌人がどのような気持
ちで歌ったかが詳しく書いてありま
す。令和が１年経った今、ぜひとも読
んでもらいたい本です。

図書館職員の今月のオススメ本図書館職員の今月のオススメ本 図書館からのお願い図書館からのお願い

おはなし会 プチ（赤ちゃんから3歳ぐらいまで）おはなし会 プチ（赤ちゃんから3歳ぐらいまで）
ブックスチャレンジ（2歳児）ブックスチャレンジ（2歳児）

　図書館の資料は、町民の貴重な財産です。次のことに
注意してご利用くださるようお願いします。
■資料への書き込み、切り取り等は絶対にしないでくだ
さい。
■資料の水濡れ、汚れにご注意ください。
■資料を誤って破ってしまった場合は、修理はせずそのま
まお持ちください。専用の補修テープで修理します。
■資料を香りの強い物のそばに、長時間置かないように
してください。 資料に香りがうつってしまいます。
■小さいお子さんが視聴覚資料をご利用になる場合は、
保護者の方が取り扱ってください。
■資料を紛失した場合は、図書館へ連絡してください。

予約について

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に配慮して中止する場合があります

　平成29年3月に指定された国指定天然記念物「古秩
父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群」は、町内の「犬木
の不整合」「ようばけ」を含む秩父地域1市4町に点在す
る6か所の露頭(崖)とパレオパラドキシアや鯨類など9点
の海棲哺乳類化石で構成されている露頭と化石を一つ
の文化財として指定した初めての天然記念物です。
　町及び町教育委員会では、埼玉県教育委員会、秩父
市・横瀬町・皆野町・長瀞町並びに各市町教育委員会と
協定を締結し、平成29年度から令和元年度まで天然記
念物「古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群」保存活
用計画策定委員会(本間岳史委員長)を設置して、今後
の天然記念物の保存と活用の計画を検討してきました。
県や市町の文化財担当者や地質分野の学識者だけで
なく、活用や教育の学識者や観光・ジオパークの関係者
が委員になるほか、露頭周辺の地元区長や観光所管課、
文化庁、埼玉県秩父県土整備事務所、西武鉄道株式会
社・秩父鉄道株式会社といった関係者にも出席いただ
き、幅広い意見を頂戴しました。

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.25

◆古秩父湾の保存活用計画が策定されました。

　3か年で計10回の
委員会を経て、令和2
年3月に策定委員会
から報告された案の
とおり、本文178頁・
資料70頁の『天然記
念物　古秩父湾堆
積層及び海棲哺乳
類化石群　保存活
用計画』が策定され
ました。
　今後、町立図書館での閲覧や概要版の作成も検討
し、広く皆さんに知っていただくようにしますので、今後の
文化財の保存活用にご協力をお願いします。

さくら草展示会中止さくら草展示会中止
　５月１日（金）から６日（水）まで小鹿野文化センターで開
催予定のさくら草展示会は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止いたします。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、５月は中止
します。ご了承ください。
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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）

生涯学習
コーナー町立図書館

町立図書館
分室　

1日(金)～7日(木)､11日(月)､15日(金)､18日(月)､25日(月)
1日（金）～6日（水）、9日（土）、10日（日）、16日（土）、17日（日）、
23日（土）、24日（日）、30日（土）、31日（日）

図書館・生涯学習 広報 おがの図書館
だより
図書館
だより

5月の
休館日



　新年度があけて1カ月が経ちまし
た。あっという間に5月です。こうして
歳をとっていくんでしょうね。皆様い
かがお過ごしですか？新しい生活や
環境にも慣れてきたころでしょう。一
方で5月病に悩んでいる人もいるかも
しれません。この時期は期待と不安

が入り交じり、複雑な心境になりますね。今回は新しい環
境と心境に関して、思いのままつづってみたいと思いま
す。
　人は新しい環境におかれると程度の差こそあれ不安
を感じます。また、人は「変化」を恐れるとも言われます。脳
が新しい情報を嫌うというのです。さらに私たちの脳は、
失うことが大嫌いです。それまでに費やした時間と労力を
無駄にしたくない、今ある現状を失いたくないために変化
したくない･･･。わかるような気がします。私も病院だよりが
広報紙の中に組み込まれると聞いたときには、「内田の
ひとりごと」のコーナーをどうすればいいのだ、と心のどこ
かで抵抗していました。
　しかし、人間の脳はよくできています。わからないものが
目の前にあると不安になってしまうので、何でもわかろう
としているというのです。そのために物事に意味づけをす
る。その際に希望的観測をとりたがるようです。嫌なことが
あっても、たまたま起こったことだと意味づけし、なんとか
なるだろうと思ってしまう。つまり人の脳は物事を楽観的

に見るように作られているとのこと。ですので、コロナウイル
スが周囲で流行していても、自分は大丈夫だろうと楽観
的に考えてしまうのかもしれません。しかし、嫌なことは記
憶から消し去り、明るい未来を創造することで、これまでも
人は生き延びています。実際に楽観的な人の方が長生き
するとのデータもあります。
　歳をとると言うことは変化するということです。老化によ
る変化は徐々に訪れるので怖さを感じないのかもしれま
せん。一方で、目に見える急激な変化は怖いものです。災
害や事故にあったり急病にかかったり。多かれ少なか
れ、人生の歩みの中で遭遇する変化にどう対処するかが
問われている気がします。準備には最悪の事態を考え最
善を尽くし、結果は前向きに受け止めたいものです。

“よい変化には必ず苦痛が伴う。それが特徴である”
フェイ・ウェルドン(英：小説家)
“変化に対応する能力を高めるには、『自分は誰なのか、
何を大切にしているのか』を明確に意識することである”
スティーブン・R・コヴィー(米：作家、コンサルタント)

　新しい生活にまだ慣れきっていない方、病院だよりが
広報紙に掲載されはじめた私、歳をとることを認めたくな
いあなた。みんな、環境の変化を受け入れるための一歩
を踏み出す勇気が必要かもしれませんね。今月も頑張り
ましょう。

変化を受け入れる勇気とは…

問合せ●国保町立小鹿野中央病院(小鹿野町小鹿野300番地)
　　　　☎75-2332　FAX75-3313

4月から小鹿野中央病院に着任された先生をご紹介します

内科医長　曽根健太 先生
　皆様、はじめまして。今年度よ
り町立小鹿野中央病院へ着任
となりました曽根健太と申しま
す。昨年度まで2年間秩父市立
病院で勤務しておりました。今
年度で医師5年目となります。小
鹿野中央病院では、医学生時
代に臨床実習という形で1週

間学ばせていただきました。臨床実習以来ですが、学生時
代とは異なり、医師としての赴任となりますので身が引き締
まる思いです。
　私のことを少しお話させていただきますと、埼玉県和光
市の出身です。大学は栃木県にある自治医科大学を卒業
しました。その後、大宮にある自治医科大学附属さいたま医
療センターで2年間初期研修医として勤務した後に、秩父
市立病院で2年勤務し今に至ります。堅苦しいお話はここま
でとしまして、趣味はスキューバーダイビング、バスケット

ボール、テナーサックス、その他運動全般と幅広く行っており
ます。いずれも医師になってからは触れる機会が非常に少
なくなってしまいましたが、たまに触れる機会がある時には
全力で楽しんでいます。
　真面目な話へ戻りますが、町立病院では、訪問診療、施
設での診療など今まで経験の乏しいものを中心に、学生時
代に町立病院で学んだ際に一番印象に残っている地域包
括ケアシステムを学ばせていただきたいです。
　当然、一人で学ぼうと思っても患者さんを中心とし様々
な職種の関わる地域包括ケアシステムは学べるものではな
く、院長の内田先生をはじめとする諸先生方、経験豊富な
スタッフの皆様のご協力はもちろん、地域住民の皆様のご
協力があってはじめて学ぶことができるものであると考えて
おります。
　これから患者様により良い医療が提供できるように皆様
と協力していければ良いと思います。どうぞよろしくお願いい
たします。

内科医長　中村香代子 先生
　初めまして。この度、小鹿野
中央病院内科医師として着任
させて頂きました、中村香代子
と申します。自治医科大学を卒
業し、今年度で医師9年目にな
ります。
　「医療の谷間に灯をともす」
を建学の精神とした我が母校

の理念の元、一人診療所から大学付属病院まで、これまで
5カ所の医療機関に勤めて参りました。
　場所や規模が異なれば、医師として求められる能力も
様々です。その度に葛藤もありましたが、「焦らず　腐らず　

怠らず」をモットーに、日々の診療を大切に過ごして来まし
た。
　私は医師という職業につけたことを、とても感謝していま
す。ひとさまの生活を支えるサポーターとしての役割、人生に
おける重要な局面に立ち会い、ともに闘うことができる立
場、そして人生の最期をその人らしく終えるためのお手伝い
をさせて頂ける一員となれること。そのすべてに魅了されて
います。まずは5月に第三子を出産し、小鹿野町の出生数に
貢献する予定です。実質の業務は8月からとなる予定です
が、医師として、母として、小鹿野町民として、これからどんな
出会いが待っているのかとても楽しみです。どうぞ宜しくお
願いいたします。

耳鼻咽喉科●5月14日(木)
　　　　　　水足先生

休診

　5月4日(月・祝)～6日(水・休)は、外
来を休診します。
※休日急患当番医は、医療ページ(今
月号は25ページ)でご確認ください。

　発熱等のある人は、発熱外来で対応します。事前に連絡(☎75-2332)
をしていただき、受診方法をご確認ください。
　ただし、次の症状がある場合は、「埼玉県新型コロナウイルス感染症県
民サポートセンター(☎0570-783-770)」にご相談ください。
①風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲
み続けなければならないときを含みます。)
②強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
※高齢者や基礎疾患等のある人は、上記①②の状態が2日程度続く場合

ドクター内田のひとりごと
思いつくまま気のむくまま 37

検索小鹿野中央病院

　町立病院では、電子カルテの導入や、総合診療科に当
日受付や新規の患者さんに対応する外来を新設して以
降、満足度調査における外来の待ち時間について「あま
り良くない」「悪い」の割合が9％にまで改善しました。しか
し、令和元年9月実施時には、16％に増えました。そこで、
実際にどの程度お待たせしているのか待ち時間調査を
実施いたしましたのでご報告いたします。
　予約受診で検査がない場合は、総合診療科、整形外科
ともに予約の時間枠である30分以内に診察できている
ことがわかりました。予約受診で診察前に検査がある場
合は、整形外科ではレントゲン検査が主で結果が早く届
きますが、総合診療科では、血液検査や尿検査など検査
に時間がかかるため40分前に来ていただくようご案内し
ています。予約の時間枠の30分を含めると予定の範囲
の待ち時間であることがわかりました。
　予約のない当日受付受診の場合は、40分程度の待ち
時間となっています。当日受付の場合、どのくらい待てば

診てもらえるかわからないことが「あまり良くない」「悪
い」の評価になっていると考えられます。今後は、当日受
付の平均待ち時間をお伝えしたり、外来の進行状況のお
声かけをするなど、一層の配慮に努めてまいります。
　なお、会計の待ち時間(診察終了～会計終了)について
は8.6分と、かなり改善されていることがわかりました。
今後とも、ご理解ご協力いただきますようよろしくお願い
します。

外来からのお知らせ外来からのお知らせ

町立病院新任医師の紹介町立病院新任医師の紹介

外来待ち時間調査を実施しました外来待ち時間調査を実施しました

受付から診察までの平均待ち時間（分）
調査期間：令和元年１１月２９日～１２月５日
有効調査件数２３５件

60

45

30

15

0
予約受診・検査なし 予約受診・検査あり 当日受付受診

（分）

■総合診療科　■整形外科

院長　内田　望
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相
談
員 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●5月18日(月)13:00～15:00
相談員●髙橋　稔さん
　　　　黒澤英子さん　
場所●小鹿野文化センター

移住相談
▶問合せ／総合政策課 ☎75-1238

　小鹿野町へのＵＩＪターンを希望す
る皆さんをサポートします。
■平日の移住相談窓口
日時●月～金曜日 8:30～17:15
　　　（祝日・年末年始を除く)
相談員●地域おこし協力隊員、町職員
場所●小鹿野庁舎・総合政策課
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため当面の間、休日の移住相談
窓口を休止します。利用再開は、今後
の社会情勢を考慮して判断します。
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●①5月12日(火)、26 日(火)
　　　　9:00～12:00
　　　②平日(月～金)9:00～17:00
相談員●地域包括支援センター保健師
場所●保健福祉センター
②の場合、又は訪問を希望される場合は、事前
にご連絡をください。

秩父保健所の相談事業 ※要予約
▶問合せ／秩父保健所 ☎22-3824

■ひきこもり専門相談
相談員／公認心理師
日時●5月12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●5月19日(火)13:00～15:00
相談員●加藤純二さん(弁護士)
場所●小鹿野文化センター
※事前の予約は不要です。

登記・法律相談
▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

■相談内容
　相続の手続き・遺言の書き方、高齢
者の財産を保護する成年後見、クレ
ジット・サラ金の整理など
■隔月(偶数月第3水曜日)実施
日時●6月17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●5月12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●5月21日(木)、26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●6月17日(水)10:00～12:00
相談員●渡部幸夫さん
　　　　新井保子さん　
場所●小鹿野文化センター

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

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

■休日在宅歯科当番医　診療時間／10:00～13:00

5月3日
4日

5日

6日

中村町
大野原

上町

上影森

☎24-6484
☎24-4184

☎22-0594

☎21-1881

岩田歯科医院
内田歯科医院
上町吉田
歯科医院
倉林歯科
クリニック

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

■平日夜間急患対応 ■土曜夜間急患対応

月
水

火・木・金

月
水

火・木・金
5月7日のみ

曜日 医療機関 電話

☎62-6300
☎22-3022
☎23-0611
☎62-6300

皆野病院
秩父病院
秩父市立病院
皆野病院

5月2日・
30日
9日・16日・
23日

期日 医療機関 電話

☎62-6300
    
☎23-0611

皆野病院 
       
秩父市立病院
       

■平日夜間小児初期救急対応
曜日 医療機関 電話

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611
☎22-6122

あらいクリニック
秩父病院 
秩父市立病院
石塚クリニック

※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
5月7日のみ

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）
●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

■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

5月3日
4日
5日
6日
10日
17日
24日
31日

5月3日
4日
5日
6日
10日
17日
24日
31日

医師会休日診療所
(内・小)
熊木町 ☎23-8561

在宅当番医療機関
診療時間／9:00～18:00

皆野町
山田
横瀬町
相生町
小鹿野町
東町
小鹿野町
皆野町

☎62-0039
☎21-7270
☎24-0160
☎26-7001
☎75-2332
☎22-0270
☎75-2332
☎62-0039

金子医院（内）
金子クリニック(内・消内)
荒舩医院（内）
あいおいクリニック(内・消内）
小鹿野中央病院（内）
健生堂医院（内・外）
小鹿野中央病院（内）
金子医院（内）

診療時間／8:30～翌日の8:30

桜木町
皆野町
桜木町
和泉町
桜木町  
皆野町
皆野町
桜木町

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

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

※医療機関の都合で変更になることがあります。消防署西分署(☎72-0119)でご確認ください。
※平日、休日の救急医療体制については、秩父郡市医師会ＨＰでもご確認できます。

※18:00以降は必ず電話で確認のうえ、受診して
ください。

期日

　一般的な相談のほか、感染が
疑われる場合には、帰国者・接
触者相談センター(保健所)が
紹介されますので、ご相談くだ
さい。
☎0570-783-770

　 （24時間受付）

※聴覚に障がいのある人をは
じめ、電話でのご相談が難しい
人は、FAXをご利用ください。
（FAXによるご相談の場合、回
答までにお時間をいただく場合
があります。）
保健医療部保健医療政策課
FAX048-830-4808
秩父保健所FAX22-2798

休日急患当番医休日急患当番医

5月3日
4日
5日
6日
10日
17日
24日
31日

■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
新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター

■秩父地域の救急医療体制
　初期救急と二次救急の2つの救急医療体制があり
ます。
初期救急●頭痛、腹痛、風邪、インフルエンザなどの軽
症の場合
二次救急●入院が必要な場合
　秩父地域の二次救急は、輪番病院(秩父市立病院、秩父病院、皆野病院)
が交代で実施しています。3病院とも医師や看護師などのスタッフが不足
している中、最小限の人数で秩父地域の救急医療を維持しています。
■秩父地域の二次救急を守るため、初期救急を利用してください。
　体の不調を感じた時は、できるかぎり平日の昼間にかかりつけ医や近く
の医療機関を受診してください。日曜、祝日は、軽い症状の場合、初期救
急(休日診療所や在宅当番医療機関)を受診してください。
　大きなケガや脳梗塞のような重い症状の場合は、すぐに救急車を呼ん
でください。
■救急医療についてご理解・ご協力をお願いします！
　二次救急に軽症の患者さんが大勢受診すると、重症の患者さんが速や
かに治療を受けられなかったり、少人数で勤務している医師や看護師が
過労で退職してしまうなどのことが全国的な問題となっています。
　医療は、医師や看護師だけではできません。皆さんのご協力が必要で
す。秩父地域の救急医療体制についてご理解いただき、皆さんが安心し
て医療を受けられるように、ご協力をお願いします。
　夜間や休日の急病で判断に迷った時は、右記の埼玉県救急電話相談を
利用しましょう。※この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバイ
スにより相談者の判断の参考としていただくものです。
　また、埼玉県ホームページ内の「埼玉県医療機能情報提供システム」で
は、医療機関や薬局の情報が確認できます。
(http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/)

二次救急医療を守るために！

初期（一次）救急

二次救急

三次救急三次救急

重症度 緊急性

※秩父地域に三次救急はな
いので、秩父郡市外の三次
救急病院に搬送となります。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業を延期又は中止する場合があります。
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日時●5月19日(火)受付13:00～13:50
場所●児童館
該当児●平成30年8月～11月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票、子育てアンケート
※2歳児健診は中止とします。

1歳6か月児健診

　日本脳炎予防接種は、平成17年5月から積極的勧奨を差し
控えていましたが、新しいワクチンが承認され、接種機会を逃
した人への特例措置として、未接種分を受けられるようになっ
ています。
対象●平成12年5月1日～平成19年4月1日生まれの人（※
公費で予防接種を受けられる期限は20歳未満です。）
接種方法●母子手帳を持参し、保健課窓口に来所してくださ
い。接種履歴を確認後、未接種分の予診票を配付します。接種
は受託医療機関で個別接種です。

20歳までに日本脳炎予防接種を
受けましょう(特例措置)

日時●5月14日(木)受付13:00～13:15
場所●児童館
該当児●令和元年9月～12月生まれ
持ち物●母子手帳、BCG予防接種予診票
※接種を希望しない場合は、5月11日（月）までに保健課まで
ご連絡ください。

BCG予防接種

日時●5月8日(金)10:00～11:45、13:00～16:00
場所●小鹿野文化センター
※献血カードをお持ちの人はご持参ください。
【お願い】
　400mL採血の基準を満たしている人は、ぜひ400mL献血
のご協力をお願いします。200mL献血については、必要量が
集まり次第終了させていただく場合がありますので、ご了承く
ださい。

献血にご協力ください

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を中止する場合があります。

　年に一度は健診を受け、自身の健康状態を把握し、生
活習慣病予防や生活改善に努めましょう。集団健診では、
心電図検査、肺がん、大腸がん検診が同時に受けられま
す。（がん検診は年齢により自己負担があります）
※後期高齢者医療保険加入者の方は「フレイル健診」が
始まります。フレイルとは、筋力や身体の機能全般が低下
し、生活に支障が出る直前の段階を指します。健診では、
今までの質問票に代わり、フレイルの状態をチェックする
「後期高齢者の質問票」が実施されます。
対象●35歳以上の国民健康保険加入者、75歳以上の後
期高齢者医療保険加入者
申込●5月18日(月)から電話で受付けます。今年度は必
ず予約が必要です。

※送迎バスの運行は中止します。
受付時間●いずれの会場も13:00～14:00

　たばこの煙による健康への悪影響は、喫煙者本人にとどまりません。受動喫煙による影響は、流
涙、頭痛だけでなく肺がんや虚血性心疾患等による死亡率の上昇があります。特に、たばこを吸わ
ない妊婦でも低出生体重児の出産の発生率が上昇、乳児では乳幼児突然死症候群と関連があると
報告されています。たばこの煙から子ども達を守る環境づくりを家庭から見直しましょう。

国民健康保険加入者及び
後期高齢者医療保険加入者の健診を実施します
〈要予約〉

国民健康保険加入者及び
後期高齢者医療保険加入者の健診を実施します
〈要予約〉

　外出の機会が減ると、体を動かす機会が少なくなりが
ちです。自宅で過ごす時間が長くなると、フレイルの状態
を招きかねません。自宅内でもできるフレイルの予防に
取り組みましょう。
　フレイルとは、筋力や身体の機能全般が低下し、生活
に支障が出る直前の段階を指します。
①動かない時間を減らしましょう。自宅でできるちょっと
した運動で体を守りましょう。
・座っている時間を減らす。（テレビのCMの間は足踏
みをする等）
・筋肉を維持する。（ラジオ体操やスクワットなどに取
り組む）
・日の当たるところで散歩をする（屋外など開放され
た場所で体を動かす）

②しっかり食べて栄養をつけましょう。
・３食欠かさず食べる。
・魚肉卵や野菜など、バランス良く食べる。
・できるだけ規則正しい時間に食べる。

③お口を清潔に保ち、しっかり噛んで食べましょう。
・毎回の食事ではしっかり噛んで食べる。
・毎食後や寝る前は歯磨きや義歯の清掃をきちんと
行う。

④家族や友人との支え合いを大切にしましょう。
・友人や家族と電話などで交流の機会を意識してつくる。

フレイルを予防しましょうフレイルを予防しましょう

5月31日は世界禁煙デーです
受動喫煙のない社会を目指して～たばこの煙から子ども達をまもろう～
5月31日は世界禁煙デーです
受動喫煙のない社会を目指して～たばこの煙から子ども達をまもろう～

集団健診日程

健康教室・健康診査コーナー　申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

バンビちゃんの会

私たち
頑張って
います

私たち
頑張って
います

※35歳以上の国民健康保険加入の方には、個別通知い
たしますのでご確認ください。後期高齢者医療保険加入
者の方は、5月広報と一緒に配付する回覧をご確認くだ
さい。

5月

6月

29日㊎、30日㊏
4日㊍
5日㊎
8日㊊、9日㊋

児童館
いきいき館
倉尾けんこう館
両神ふるさと総合会館

期日 場所

5月25日（月）
乳がん子宮頸がん検診は
中止となりました

5月25日（月）
乳がん子宮頸がん検診は
中止となりました

　今年度のがん検診実施予定について、４月広報と一
緒に全戸配付させていただきましたが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、5月の集団がん検診は中
止となりました。
　また、6月以降の集団がん検診（胃がん、乳がん、子宮
頸がん）については、申込は受け付けますが、状況によ
り中止となる場合がありますのでご了承ください。

新型コロナウイルス感染症拡大
予防のため、
下記の教室は中止です。

新型コロナウイルス感染症拡大
予防のため、
下記の教室は中止です。

■長寿筋力アップトレーニング教室
■バランスボール教室
■高精度体組成計による測定日
■ヘルスアップ教室～体組成・骨密度測定～　
■いきいき館利用のための初回講習会
■いきいき館日中開放日
■いきいき館夜間開放日
■お茶会・交流会
■オレンジカフェ「笑顔」　　　　　　　　　　
■バンビちゃんの会　　　　
■認知症家族会

●保健事業に頑張っている参加者や協力いただいてい
る人を紹介します。

　バンビちゃんの会
では、認知症予防を
目的とした活動を
行っています。詩の
朗読や音楽に合わせ
て運動したり、楽しみ
ながら実践していく
教室です。ぜひ、参加
して一緒に楽しく認
知症予防をしましょ
う。（講師 ： 志賀佳苗さん）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・又は実施方法が変更になる場合があります。

ちちぶお茶のみ体操［茶トレ5-⑷］
台所で気軽にロコモ スクワット

●前傾姿勢
　（馴れてきたら上体を
まっすぐにおこして
行ってもよい。

　背筋と腹筋の筋トレ
に効果があります。）

●膝がつま先より前
に出ない。
●土ふまずがなくな
らないように膝の位置に気をつける。
●ゆっくりと行う。 ちちぶお茶のみ体操（茶トレ）p.25

保健・福祉 広報 おがの
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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。



旭日単光章 受章　原　莊之輔さん
　両神薄の元両神村議会議員の原莊之輔さんに旭日単光章が贈られました。
　原さんは、平成3年5月から平成17年9月までの14年5カ月にわたり、両神
村議会議員として在職し、村行政の発展と公共の福祉の向上及び村の振興発
展に多大な貢献をされました。
　この間、土木産業常任委員会委員長、総務常任委員会委員長等を歴任する
とともに、両神村議会議長として、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。
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3月

2月

１日
1日
2日
5日
5日
１3日
１7日
１8日
１８日
１９日
21日
21日

般若
河原沢
小鹿野
小鹿野
小鹿野
藤倉
小鹿野
般若
三山
飯田
小鹿野
両神小森

小鹿野
両神小森

2月
２6日
２8日

吉田　喜（朋之）
石田 愛依（学）

ご出産おめでとうございます。
《3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。
《3月中の同意書届出・敬称略》

２６日
２6日

小鹿野
下小鹿野

祝 悼祝 悼

黒田 敏夫（７１)
強矢 光則（９４)
強矢 英男（７０)
笠間 トミ（８７)
中庭 ミハル（９０）
山崎 万芳（８３）
玉村 富司（８３）
柴﨑 幸男（８８）
斎藤 モリ子（９３）
眞下 正憲（７６）
萩原 政喜（６９）
黒沢 ハルヱ（９０）

おはよう

こめかみに当てた拳をそのまま下ろします。

  はる

あ  い

増田 良子（９０）
加藤 初雄（８４）

※スマートフォンやパソコンで、下記のURLを入力してい
ただくか、二次元バーコードを読み取ると、手話を動画で
ご覧いただけます。(協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会)
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/ohyu.php

受賞 おめでとうございます受賞 おめでとうございます

ちょこっともてなし隊
　3月4日に小鹿野町観光協会ちょこっともてなし隊(隊
長 黒沢和幸さん)へ、町から感謝状を贈呈しました。ちょ
こっともてなし隊は、町の観光事業の発展、観光客の誘
致を目的として、平成27年から活動されています。また、
平成29年からは地域資源を活用した「竹あかり事業」に
着手するなど、町の知名度向上とイメージアップに貢献
されたことに対し、町から感謝の意を表しました。

町から感謝状を贈りました町から感謝状を贈りました

　令和元年度中に、町の教育や文化振興、社会福祉発展のため大勢の皆様から
ご寄付並びに慰問品などをいただきました。あらためてお礼申し上げるととも
に、日頃より町政推進に対するご理解・ご協力にも衷心より感謝いたします。

加藤貴司、新島豊治、尾上明子、大河内秀夫、白石　昇、山田健一郎、山田勝江、目崎良和、須川高雄、
横田章浩、小澤　崇、田中雅樹、鶴田善徳、三枝　誠、黛　博道、佐藤慎吾、渋谷洋子、柴崎建一、栗原
志津江、榎本泰之、柴﨑恭秀、須山昌樹、中島崇一郎、吉川　武、岸　保宏、石川　毅、津田賀裕美、金
子益巳、山口敬善、小鹿野町民生委員・児童委員協議会、令和元年度長若小学校卒業生一同、株式会
社秩父富士、令和元年度三田川小学校卒業生一同、令和元年度小鹿野中学校卒業生一同、秩父地区
更生保護女性会、令和元年度小鹿野幼稚園修了児保護者一同、令和元年度小鹿野保育所修了児保
護者一同、加藤　元、雪奴、ボランティア虹の会、サン・レディースおがの、秩父人権擁護委員小鹿野
部会、金澤三弦会、民生児童委員、日赤奉仕団、ジョイハート、小鹿野太鼓連合、コーラス薊、プルメリ
ア、小鹿野まつり音頭愛好会、秩父法人会西秩父支部女性部会、ヘルパーコスモスの会、ヤマサ生花
店、正永寺、むさしの会館花ゆうクラブ、西秩父商工会女性部会、新井寿美、レイ・レフア・マモ、小鹿野
民踊連合会、中島青年部

(順不同・敬称略)

大勢の皆様からのご厚志に感謝申し上げます大勢の皆様からのご厚志に感謝申し上げます

て

ね
ね

簡単な手話を覚えましょう【第20回】簡単な手話を覚えましょう【第20回】

里親…知っていますか？里親…知っていますか？
　里親制度を理解していただくために県では「里親入門講座」を
開催します。里親を必要とする子ども達の現状や里親制度、児童
養護施設での子ども達の生活の様子や実際に子どもを養育して
いる里親さんのお話を聞くことができます。里親や子どもの福
祉に関心のある人など、どなたでも参加できます。大勢の皆さん
のご参加をお待ちしています。
里親入門講座(第１回)
日時●6月14日(日)13:30～16:00(受付13:00～)
場所●埼玉県熊谷児童相談所
内容●①知っていますか？里親制度②施設に入所中の子ども達
について③里親さんの子育て体験談④質疑応答・意見交換など
費用●無料
申込＆問合せ●埼玉県熊谷児童相談所
　　　　　　　☎048-521-4152(平日8:30～18:15)
　　　　　　　メール k230967@pref.saitama.lg.jp

文 芸 の 窓文 芸 の 窓

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催が延期又は中止される場合
もありますので、お問い合わせ先にご確認ください。
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小鹿野
関口直也さん・美佳さん

優月(ゆづき）ちゃん（姉）
愛月(あいら）ちゃん（妹）

下小鹿野
黒澤健志さん・紋加さん

志絆加(しずか）ちゃん（姉）

志翔(ゆきと）くん（兄）

侑志(ゆうし）くん（弟）

我が家の

天使天使

いいおねえちゃんに

なります♡いいおねえちゃんに

なります♡

お姉ちゃんお兄ちゃん大好き！

これからもいっぱい遊んでね♡

お姉ちゃんお兄ちゃん大好き！

これからもいっぱい遊んでね♡

第26回町民グラウンドゴルフ大会　3/15
男子の部優勝／山崎　　勉
女子の部優勝／飯塚もとえ

小鹿野

フォトニュース
小鹿野

フォトニュース

●郷土料理(ツトッコ)体験
日時　6月14日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　500円　定員　20人(抽選)
締切　5月29日(金)必着
●プリザーブドフラワー・ハーバリウム教室
日時　6月21日(日)13:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　500円　定員　20人(抽選)
締切　6月5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

●そば打ち体験
日時　6月7日(日)10:00～13:00
内容　奥秩父のおいしい水を使用し、地
元の名人にコツを教わりながら、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　5月31日(日)
●秩父祭屋台のミニチュア作り
日時　6月21日(日)10:00～12:00
内容　県産桧の角材を使い、秩父祭屋台
のミニチュアを製作します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　2,000円　定員　10人(申込順)
締切　6月14日(日)
※イベントの詳細は、ふれあいの森HPを
ご覧ください。
申込&問合　いずれのイベントも電話で
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

日時　5月30日(土)9:30～12:00
場所　秩父ミューズパーク・パルテノン
(大噴水)集合
内容　ノルディックウォーキングは、年齢

を問わず楽しめます。ポールを使うことで
歩行姿勢が正され、転倒防止・腰痛軽減
等の効果があります。
費用　500円(ポール貸出代含む)
定員　20人(申込順)
持ち物　補給水、タオルなど
※運動のできる服装でお越しください。
申込＆問合　秩父ミューズパーク管理事
務所まで電話でお申し込みください。秩
父ミューズパーク管理事務所
☎25-1315

はじめてのノルディックウォーキング

イ ベ ン ト

募  集

案  内

●Ａuto CAD(機械系)基礎
日時　7月4日(土)、11日(土)
9:00～16:00
費用　受講料2,000円、
テキスト代2,728円(税込)
●介護支援専門員試験準備講習(保健医
療・福祉サービス分野)
日時　7月25日(土)、8月8日(土)、22日
(土)9:00～16:00
費用　受講料3,000円、テキスト代3,080
円(税込)
申込＆問合　6月1日(月)～10日(水)まで
に往復はがき又はホームページでお申し
込みください。
熊谷高等技術専門校秩父分校
☎22-1948
http://www.pref.saitama.lg.jp/sosh
iki/b0808/

熊谷高等技術専門校秩父分校
技能講習受講生募集

日時　5月26日(火)9:30～11:50(受付
9:20～)
場所　埼玉県立秩父特別支援学校
内容　施設見学、授業参観、学校概要説
明等
対象　お子さんの教育や進路に関する
悩みや不安等をお持ちの保護者及び関
係者、担任の先生等
問合　秩父特別支援学校☎24-1361　
FAX21-1044

秩父特別支援学校前期学校公開

　埼玉県では、小鹿野町を含む人口減少
が進む地域において地域課題の解決を
目指し起業する人に補助金を交付します。
補助金額　200万円(補助率1/2)を上限
とします。
受付期間　4月17日(金)から6月22日
（月）まで
交付決定　7月下旬(予定)
受付機関　西秩父商工会(小鹿野町小鹿
野298-1☎75-1381)
問合　創業・ベンチャー支援センター埼
玉((公財)埼玉県産業振興公社)
☎048-711-2222

起業支援金を補助します

　労働保険(労災保険・雇用保険)の令和
元年度確定保険料と令和2年度概算保険
料及び石綿健康被害救済法の一般拠出
金の申告・納付手続を行っていただく時
期となりました。
　申告書・納付書は、5月末に発送する予
定です。同封の記入例(申告書等の記入
方法)を参考に作成のうえ、7月10日(金)
までに提出してください。
問合　埼玉労働局労働保険徴収課
☎048-600-6203

事業主の皆さんへ

日時　5月13日(水)13:30～15:30
場所　秩父保健所
内容　同じ体験をされた人同士が、安心
して語りあう場を提供します。(参加無料)
対象　家族や親戚、友人、職場の同僚な
ど身近な人を自死(自殺)で亡くされ、ご自
分から参加を希望する人
※前日までに申込が必要です。
問合　秩父保健所保健予防推進担当
☎22-3824

大切な人を自死(自殺)で
亡くされた方の「語らいのつどい」

※掲載しているイベント等について、
今後、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、開催が延期又は中
止される場合もありますので、それ
ぞれのお問い合わせ先にご確認く
ださい。

　みんなの広場に掲載いただけるお子さん
の写真を募集しています。対象は町内在住
で3歳くらいまでのお子さんを中心とした写
真です。
　小鹿野庁舎・総務課（☎75-1223）と子育
て支援センター（☎75-0550）で受け付けて
いますので、詳しくはお問い合わせください。
　皆さんの投稿をお待ちしています。

奈倉運動場顕彰碑除幕式　
4/4
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