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8月1日現在　【世帯数】4,673世帯
　　　　　　【総人口】11,289人【男性】5,620人【女性】5,669人
7月中の異動　出生2人/死亡15人/転入7人/転出21人
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2020（令和2年）NO.180 広報おがの／令和2年9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

戸籍の窓 合角ダム貯水量状況
（令和2年8月15日現在）
貯水位　315.75ｍ
貯水量　4,707,300㎥
貯水率　101.2％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。

役場の休日窓口開設日（小鹿野庁舎のみ） 土曜日の8：30～17：15（祝日を除く）

洪水期：7月～9月
総貯水量：4,650,000㎥

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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国民健康保険税　 第3期
介護保険料 第3期

今月の納税今月の納税

納期は9月30日(水)です。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業が中止となる場合があります。

生
小鹿野町小鹿野町9月

2020

竹あかりイベント（みんなの想火）　7/23
知事のふれあい訪問　8/5
　小鹿野高校生徒会、同校竹あかり同好会、小鹿野町観光協
会ちょこっともてなし隊による、竹あかりイベントを町民向けに
実施しました。LEDで灯された竹あかりはとても幻想的でした。
　8月5日には、「知事のふれあい訪問」で大野元裕埼玉県知事
に小鹿野高校とクライミングパーク神怡舘を視察いただきま
した。小鹿野高校では生徒によるこれまでに行った竹あかりの
活動発表を行いました。
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小鹿野町役場新庁舎基本設計（案）に
対するご意見を募集します　　 　    2
小鹿野町役場新庁舎基本設計（案）に
対するご意見を募集します　　 　    2
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▲よちよち
●産後ママの
　ストレッチ教室
●長寿筋トレ
■夜間開放

▲親子ふれあい遊び
■日中開放
■長寿筋トレ
●BCG予防接種
◆献血

▲開放
●キッズサロン
◎ひきこもり相談
◆オレンジカフェ
　「笑顔」
◎認知症相談日

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談

▲開放
■夜間開放

▲開放（発育測定）
■日中開放
■長寿筋トレ
◆バンビちゃんの会

▲開放
▲すくすく
　（発育相談・計測）
■ステップ体操

▲開放
■日中開放

白露 重陽・救急の日 下水道の日

防災の日

▲開放
▲すくすく（栄養相談）
■ステップ体操

★図書館休館日 ◆結婚相談日

▲開放
■日中開放

▲てくてくじゃんぷ
●バランスボール教室
■日中開放
◎こころの悩み
　何でも相談
■長寿筋トレ
◆バンビちゃんの会

▲開放
▲すくすく
　（手作りおもちゃ）
■ステップ体操
●お茶会・交流会

▲開放
▲お庭で遊ぼう
▲ほっとハグくむ
　ママサロン
●長寿筋トレ
◆健康講演会
■体組成測定
■夜間開放

▲開放
●1•6、2歳児健診
●認知症家族会

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

▲開放
●長寿筋トレ
■夜間開放

▲親子のびのび体操
■日中開放
■長寿筋トレ

▲開放
▲すくすく
　（ふれあい遊び）
●バランスボール教室
■ステップ体操

秋分の日敬老の日
秋の全国交通
安全運動

彼岸入り

▲開放
■日中開放
★郷土料理伝承
　ボランティア
■ヘルスアップ教室
◆特定健診

▲開放
◆特定健診

▲開放（発育測定）
■日中開放

▲開放
▲すくすく
　（発育相談・計測）
■ステップ体操

▲開放
●長寿筋トレ
■夜間開放

★図書館休館日

▲開放
■日中開放

▲開放
▲お庭で遊ぼう
◆乳がん・子宮頸
　がん検診

▲開放
■夜間開放

▲親子ふれあい遊び
■日中開放
◆バンビちゃんの会

▲開放
▲すくすく（栄養相談）
■ステップ体操

★図書館休館日

寒露

十五夜
共同募金・法の日



　町では、令和元年８月に策定した「小鹿野町役場庁舎建
設基本構想」に基づき、新庁舎の配置や構造、必要な機
能・設備などの基本的な内容をまとめた新庁舎基本設計
（案）を取りまとめましたので、この（案）に対する皆さんの
ご意見を募集します。
　新庁舎基本設計（案）の概要については、下記閲覧場
所又は町ホームページでご確認ください。
閲覧及び募集期間
　９月14日（月）～10月16日（金）（必着）
閲覧場所・時間
•小鹿野庁舎・町政情報コーナー（１階ロビー）
　８:３０～17:１５（土日・祝日を除く。）
•両神庁舎・おもてなし課窓口
　８:３０～17:１５（土日・祝日を除く。）
•町立図書館（両神ふるさと総合会館２階）
　８:３０～17:１５（月曜日を除く。）
•保健福祉センター窓口
　８:３０～17:１５（土日・祝日を除く。）
•町ホームページ（トップ画面＞町政情報＞広聴・広報・統
計＞パブリックコメントの募集・結果）
応募資格●次のいずれかに該当する人です。
•町内に住所を有する人
•町内に存する事務所又は事業所に勤務する人
•町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その
他の団体
•本事業に利害関係を有する人

提出方法●所定の意見記入用紙に氏名（法人・団体など
の場合は名称、代表者の氏名）・住所・年齢・電話番号・意
見を記入し、郵送・持参・FAX・メールをするか、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。なお、送信する際の件名は「新庁舎基本設計（案）に対
する意見」としてください。
※ご意見は、日本語に限ります。
※電話など口頭によるご意見の受け付けは行いません。
※意見記入用紙は、各閲覧場所にあるほか町ホームペー
ジからもダウンロードできます。
意見の取扱い
•皆さんから寄せられたご意見は、基本設計の参考とさ
せていただき、ご意見の概要や町の考え方は、広報や
町ホームページ等により公開します。
•ご意見に対する個別の回答はいたしません。
•ご意見をまとめるため、必要に応じて抜粋や要約を行
うことがあります。
応募・問合せ先
　小鹿野庁舎・総務課まちづくり推進室
　〒368-0192小鹿野町小鹿野８９
　☎26-6581　FAX75-2819
　E-mail:somu@town.ogano.lg.jp

小鹿野町役場新庁舎基本設計（案）
に対するご意見を募集します
小鹿野町役場新庁舎基本設計（案）
に対するご意見を募集します

Let‘s Try ボルダリング～クライミングによるまちおこし～
土･日･祝日の一般利用が有料となります
　開館以来、クライミング事業普及促進のため、町民
の皆さんの利用料を無料としてきましたが、ある程度
の効果が得られましたので、9月19日（土）以降の土･
日･祝日の一般利用について、有料とさせていただき
ます。
　なお、小中高生の全日及び平日の一般利用につい
ては、引き続き無料でご利用いただけます。ぜひ、ご
利用ください。
シニアのためのボルダリング講習会開催
日時●９月24日、10月１日、８日（木曜日）
　　　13:30～15:00
場所●クライミングパーク神怡舘　　　
定員●10人（申込順）
参加費●400円（保険料＋シューズ代）　
申込●９月７日（月）から電話でお申し込みください。
（平日13:00～18:00）

VOL.13

ホールドの付け替えを行います
　9月13日（日）～9月17日（木）で以下のとおりホー
ルドの付け替えを行います。
　この期間は、施設内が一部利用できなくなりご不
便をおかけしますが、ご理解をお願いします。
対象となる壁●80度、90度、100度
※3つの壁がリニューアルされ9月18日（金）から利用
できます！お楽しみに！

住民説明会開催～水道料金統一（改定）について～住民説明会開催～水道料金統一（改定）について～

「秩父地域し尿処理事業広域化準備室」が設置されました「秩父地域し尿処理事業広域化準備室」が設置されました
　秩父圏域の人口約10万人のうち、半数以上が汲み取
り式トイレ及び浄化槽を利用しています。
　し尿処理施設は圏域内に3施設あり、いずれの施設も
汲み取り式トイレから排出される生し尿を対象に整備さ
れています。
　近年は汲み取り式トイレの減少と浄化槽処理世帯の増
加により圏域のし尿処理施設の処理効率が低下し、人口
減少の影響で全体の投入量も減少傾向にあります。平成
30年度は、施設の計画処理能力に対する圏域3施設の
平均稼働率が約44％まで減少し、施設の老朽化から、維
持管理費用も増大しています。

　このような現状を踏まえ、本年4月1日に「秩父地域し
尿処理事業広域化準備室」が秩父市役所内に設置されま
した。今後、圏域のし尿処理事業について、広域的な視点
に基づき、施設更新や運営管理など具体的な協議検討を
進めてまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願
いします。
問合せ●秩父地域し尿処理事業広域化準備室（秩父市
役所歴史文化伝承館４階）　　　
☎26-1135(平日9:00～16:00）　FAX22-2309

事前の確認や相談を忘れずに
土砂等による土地の埋立て、盛土及び土砂等の堆積行為
事前の確認や相談を忘れずに
土砂等による土地の埋立て、盛土及び土砂等の堆積行為

　町では、災害の防止及び良好な生活環境の保全を図
ることを目的として、「小鹿野町土砂等による土地の埋立
て等の規制に関する条例（以下、埋土条例という。）」を制
定しています。
　埋土条例の規定で、一定の規模を超える場合には、県
又は町の許可が必要となります。
　そのため、農地も含めた土地への土砂堆積等につい
て、許可の適用有無を判断するため、事業主、工事施工者
及び土地所有者から事前に確認する必要があります。
　事業主、工事施工者及び土地所有者は、必ず事業を行
う前に町へ相談してください。

　町から不適正な埋立て等を無くすようご協力をお願い
します。
問合せ●埋土条例に関すること　
　　　　小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170
　　　　農地に関すること　
　　　　両神庁舎・産業振興課☎79-1101

　水道料金統一（改定）に関する住民説明会を開催し
ます。開催日等は次のとおりです。ぜひご参加くださ
い。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更
（中止）の場合があります。秩父広域ホームページを
ご確認ください。
※3密を避けるため、入場者数が制限されています。
参加者多数の場合は先着順とさせていただきます。
ご了承ください。
問合せ●秩父広域市町村圏組合水道局・経営企画課
　　　　２５-５２２１

9/29（火）

10/6（火）

10/9（金）

10/13（火）

10/16（金）

【秩父市】
秩父歴史文化伝承館・２階ホール
【皆野町】
皆野町文化会館・会議室Ａ
【長瀞町】
長瀞町中央公民館・体育室兼講堂
【横瀬町】
横瀬町町民会館（かわせみ会館）・
大会議室
【小鹿野町】
小鹿野文化センター・大会議室

19:00
～
20:00

日時　　 　　　 場所　　　　　    定員

70人

40人

40人

35人

70人

問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805
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必ず町へ確認や相談をしてください
太陽光発電施設の適正な設置に関するお願い
必ず町へ確認や相談をしてください
太陽光発電施設の適正な設置に関するお願い

　町では、太陽光発電施設の適正な設置に関するガイド
ラインを制定し、全量売電を主な目的とする太陽光発電
施設を計画している事業者(設置者)の皆さんに、適正な
事業の実施をお願いしています。
　また、ガイドラインの適用対象とならない場合でも、関
係する法令・規則の適用となる場合もありますので、必要
な措置や手続き等を国、県、町に確認及び相談し、規定を
遵守しましょう。
対象地域●町内全域
対象施設●下記の規模に該当する施設です。なお、建物
に設置するものは除きます。
①定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設
　ガイドライン適用となり、設置に際して右記の「遵守す
べき事項」があります。
②定格出力50キロワット以上の太陽光発電施設
　ガイドライン適用となり、設置に際して右記の「遵守す
べき事項」のほか、下記の手続等が必要となります。ま
た、同一の届出者が複数の発電施設を近接して設置する
など、実質的に一つの場所への設置と認められる場合
は、一つの発電施設とみなします。
■隣接住民等に対する説明会の実施
　隣接住民等に対する説明会を実施して周知を図り、出
された意見等について適切な対応をしていただくことに
なります。
■小鹿野町太陽光発電施設計画届出書等の提出
　着工する30日前までに「小鹿野町太陽光発電施設計
画届出書」及び届出添付書類の提出が必要です。

太陽光発電施設を設置する場所が農地の場合
　農地法の規定により、農地を農地以外の用途(太陽光
発電施設など)で使用する場合、農地転用の許可申請書
及び関係する資料を農業委員会に提出していただき、県
知事の許可を得る必要があります。
　許可を得ずに転用した場合は、違反になりますのでご
注意ください。
　具体的な内容については、両神庁舎内小鹿野町農業
委員会へお問い合わせください。
問合せ●ガイドラインに関すること　
　　　　小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170
　　　　農地に関すること　
　　　　両神庁舎・産業振興課☎79-1101

10月1日国勢調査を実施します10月1日国勢調査を実施します
　国勢調査は、日本の人口、世帯、就業者から見た産業
構造などの状況を地域別に明らかにするために行われる
もので、国の最も重要な統計調査です。調査員証を身に
着けた調査員が、９月上旬から各世帯を訪問して調査書
類を配布します。
　回答方法は、インターネットで行うか、返信用封筒によ
る郵送か、調査票を調査員に渡していただくか、各世帯で
選ぶことができます。インターネットでの回答であれば、
自宅のパソコンやスマートフォンから自由な時間に回答
できます。

　調査の結果は、高齢者の介護・医療、若者の雇用対策、
児童福祉、地域の活性化など、私たちの暮らしのさまざ
まな分野で役立てられる基礎データになります。
　なお、統計調査を装った家族構成や資産の状況などを
聞き出す行為が頻発しています。不審な電話には絶対に
個人情報などを教えないでください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1223

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

配付樹木●イロハモミジ苗木(高さ50cm～100㎝程度)
※土地一筆につき10本を上限
その他
■植付けや水やりなどの管理は、申請者が行ってくださ
い。
■肥料や資材等は申請者が用意してください。
■枯れ補償は行いません。
■植え付け後の位置図・写真等を提出いただきます。
申込＆問合せ●9月1日(火)から30日(水)までに申請書
類を提出してください。なお、申請書類は両神庁舎・産業
振興課にあります。また、町ホームページからもダウン
ロードできます。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の
国民健康保険税減免制度の対象世帯を拡大します

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の
国民健康保険税減免制度の対象世帯を拡大します

　広報おがの７月号でお知らせしました、標記の国民健
康保険税の減免について、下記のとおり対象となる世帯
の要件のうち「世帯主」を「世帯の主たる生計維持者」に
変更し、減免の対象となる世帯を拡大します。
対象となる世帯●次の①又は②に該当する世帯です。
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計
維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主た
る生計維持者の事業収入や給与収入等の減少が見込ま
れるほか、一定の要件に該当する世帯
　この変更により、被保険者資格が世帯主でない人で
あっても、その世帯の生計を維持していると認められる
場合には、減免申請の対象となります。

　主たる生計維持者であることの判断は、世帯員の中で
収入が最も高いことを判断基準の1つとして行います。
　今回の変更は、世帯主変更の届け出が未届けである
などの理由により、実情として世帯主以外の人がその世
帯の生計を維持している事例があることに鑑み行うもの
ですが、国民健康保険の制度上、世帯主は世帯の主たる
生計維持者であるとされているため、町では、申請後の
世帯主変更を推奨します。
　制度に関する疑問点などは、下記担当までお問い合わ
せください。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125
町ホームページ●https://www.town.ogano.lg.jp/ko
kuhozeigenmen/

両神山麓花の郷『ダリア園』開園両神山麓花の郷『ダリア園』開園
　地元ボランティアの皆さんが運営している、両神山麓花
の郷ダリア園で丹精込めて育てたダリアが咲き誇ります。
皆さんのご来場をお待ちしています。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年度のダ
リアまつりは中止とします。

開園期間●9月1日(火)～11月3日(火)
開園時間●9:00～16:30　
環境整備協力金●400円
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

太陽光発電施設設置にあたって遵守すべき事項
①計画の段階において隣接住民等に周知を図り、隣接住民
等との協調を保つこと。
②住宅地に近隣して設置する場合は、圧迫感、騒音（パワー
コンディショナー）、熱、反射等に配慮し、敷地境界から後退
及び植栽等を設けて遮蔽する等の対策を講じること。
③施設内には、関係者以外立ち入ることができないよう
フェンス等を設置し、安全対策を講じること。
④雨水等による土砂、汚泥の流出や水害等の災害防止対
策及び雨水流出抑制対策を講じること。
⑤既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観
に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮す
ること。
⑥災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名
称及び連絡先を記した看板を設置すること。
⑦事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草
剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に十
分配慮すること。
⑧施設に起因して発生した苦情や要望等に対しては、迅速
かつ誠実な対応をとること。
⑨施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により撤
去等適正に処理すること。

両神ふるさとまつりは中止します両神ふるさとまつりは中止します
　１１月３日に開催を予定していた「第４４回両神ふるさと
まつり」ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、やむなく中止とします。
　開催を楽しみにされていた町民の皆さまには申し訳あ

りませんが、ご理解のほどお願いします。
問合せ●両神ふるさとまつり実行委員会事務局
　　　　☎79-1100(両神庁舎・おもてなし課内)
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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

　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)

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

　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2年4月1日(水)～令和2年9月30日(水)
申請方法●10月23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燃
料費給付を受けている場合は対象となりません。

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
　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(給付している人)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、10月9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。

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 問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

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

○
○
○
○
○
○※

×
×
○
○
○
○

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
　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枚のみ使用可）
有効期限●令和3年3月31日（水）まで使用できます。
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。

各種補助に関する申請書は福祉課に用意してあります。

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 ･ 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
新井 雅博 ･ 宇佐川 拓郎 ･ 髙山 陽平

さわだ　　ともき　　　もと　　     なよこ　　　     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　　

 あらい　 まさひろ　　  　うさがわ　   たくろう　　 たかやま　ようへい

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.39VOL.39

ダリアの挿し芽成功。(沢田) 　高校×地域の連携事業「高校魅力化プロジェク
ト」に今年度から携わらせていただいております。
　小鹿野高校の先生方や生徒さん、町の方々や役
場職員の方 と々の話し合いを通して、生徒さんの自
主性や課題発見&解決能力を高めつつ、様々な地
域の方と関わり小鹿野町への愛着を深められるよう
な授業コンテンツの創出を行なっております。(宮本)

　両神地区の農家さんの畑で桑の
実の収穫の体験をさせて頂きまし
た。桑の実はマルベリーとも言われ、
海外では人気のある果実です。ジン
というお酒はハーブの他に果実を
使って仕込むものもあります。
　農家さんで教えて貰った経験と、
小鹿野町の材料を活かして、美味し
いお酒を造れる様に頑張ります。
(髙山)

　お久しぶりです。無事に怜ちゃん(女)
を出産しました。小鹿野ですくすくと育
つのが楽しみです。また、小鹿野で採れ
た完熟かぼすでポン酢を、百花蜂蜜で
蜂蜜酒「秩父百花」を商品開発しまし
た。蜂蜜酒専門の醸造所は来春の設立
を目指して奮闘中です！(工藤)

　「大人のための学校」と聞いて、
皆さんはどんな想像を抱かれるで
しょうか。
　私が留学をしていた北欧・デン
マークの学校を参考にしながら、
「大人の学校」について考える座談
会を催しました。今後継続的に開催
予定ですので、「大人の学校」と聞
いて、「ピン！」ときたり「？」が浮かん
だりした方は、ぜひ、ご参加ください。
(宇佐川)

地域おこし協力隊

　梅雨雲の日々にも晴
天あり。町有林での林
業研修で初伐倒に挑戦
し、無事に任務完了。
ホッとした後のしたり顔
をパチリです。本格的に
野菜栽培にも挑戦して
いきます！（掛川）　主に、ウイルスや成長不良の

株の植え替え作業をしていま
す。長雨で作業が順調にでき
ないなか、大きくなったダリアを
いかに傷つけないように扱うか
が非常に難しかったです。
　梅雨明けすれば、今度は暑
さとの戦いです。熱中症に気を
つけながら作業したいと思いま
す。(新井)

　小鹿野町両神薄に移住をして半年少し経ちました。
　薪割りしてボイラーでお風呂を沸かすなど首都圏で
は味わえない生活も魅力なのですが、ご近所さんとの
交流は私にとってかけがえのないものになっています。
　今後とも皆さんのご指導ご鞭撻よろしくお願い致し
ます。（佐々木）

※免許がある場合

　3次元CAD/CAMとCNC
ルーターを活用した木工自動
化に挑戦中です！（御田）
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建設工事請負等競争入札参加資格申請

入札結果のお知らせ入札結果のお知らせ ※金額は、消費税込

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間
小鹿野中学校第二体育館トイレ改修工事
小鹿野文化センター舞台照明設備改修工事
両神ふるさと総合会館照明器具LED化工事
森林管理道小森線 施設災害復旧工事
森林管理道塩沢線 施設災害復旧工事
衛生センター各種ポンプ更新工事
森林管理道浦島線第1号箇所 施設災害
復旧工事
森林管理道釜の沢伊豆沢線第2号箇所
施設災害復旧工事
町道95号線舗装工事
森林管理道釜の沢伊豆沢線第1号箇所
施設災害復旧工事
衛生センター焼却設備灰冷却コンベア
更新工事
森林管理道浦島線第2号箇所
施設災害復旧工事
森林管理道柏沢線 施設災害復旧工事
町道214号線法面改修工事
山村生活安全対策(伊豆沢西平)工事
森林管理道日陰入線 施設災害復旧工事
小鹿野中学校校庭バックネット改修工事
仮想サーバ導入に係る賃貸借事業
新サーバ室移設に係る賃貸借事業

財務会計システム更改に係る賃貸借事業

国土調査地籍測量委託(下小鹿野1)事業

小鹿野町橋梁定期点検業務委託

町道117号線概略設計用地調査業務委託

町道両神26・173号線用地調査測量業務委託

小鹿野地内
小鹿野地内
両神薄地内
両神薄地内
両神薄地内
伊豆沢地内

両神薄地内

伊豆沢地内

小鹿野地内

般若地内

伊豆沢地内

両神薄地内

両神薄地内
長留地内
伊豆沢地内
両神薄地内
小鹿野地内
総合政策課
総合政策課

総合政策課

下小鹿野地内・
般若地内
小鹿野町内

小鹿野地内

両神薄地内

6,028,000円
5,214,000円
3,078,900円
29,150,000円
12,375,000円
11,330,000円

8,085,000円

5,522,000円

4,241,600円

4,400,000円

3,740,000円

3,806,000円

2,750,000円
2,035,000円
1,799,600円
1,925,000円
1,485,000円
57,736,800円
25,674,000円

19,654,800円

11,550,000円

11,330,000円

2,673,000円

2,013,000円

町道44号線測量設計用地調査業務委託 下小鹿野地内 3,905,000円

有限会社戸田工務店
門平防災工業
有限会社小鹿野電気
株式会社岩田組
有限会社黒建工業
第一産業株式会社

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

有限会社長若建設

日本環境技術株式会社

有限会社松岡建設

株式会社両神産業
有限会社黒沢造園関東重機
栗原産業
株式会社両岩
須田建設株式会社
株式会社ＪＥＣＣ
三菱電機クレジット株式会社
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支局

桂測量設計株式会社

共和コンサルタント株式会社
株式会社ヤマホン
小鹿野営業所
正伝測量有限会社

株式会社シビル技術

～令和2年10月30日
～令和2年12月25日
～令和2年10月30日
～令和2年12月18日
～令和2年11月30日
～令和3年2月26日

～令和2年11月30日

～令和2年10月30日

～令和2年10月30日

～令和2年10月30日

～令和3年2月26日

～令和2年10月30日

～令和2年10月30日
～令和2年10月30日
～令和2年10月30日
～令和2年10月30日
～令和2年10月30日
～令和7年12月31日
～令和7年12月31日

～令和7年11月30日

～令和3年3月8日

～令和3年1月29日

～令和2年11月30日

～令和2年10月30日

～令和2年11月30日

▲令和2年7月29日入札分

▲令和2年8月3日入札分

小鹿野町衛生センター運転管理業務に係る公募型プロポーザルの実施について小鹿野町衛生センター運転管理業務に係る公募型プロポーザルの実施について
　町では、小鹿野町衛生センターの運転管理業務につい
て、事業者を選定するため、公募型プロポーザルを実施
します。
　本プロポーザル事業に参加を希望する人は、実施要領
等に基づきお申し込みください。実施要領等は、小鹿野
庁舎・総務課まちづくり推進室に用意してあります。ま
た、町ホームページからダウンロードもできます。
業務概要
委託業務名　小鹿野町衛生センター運転管理業務

業務委託期間
　令和3年4月1日～令和6年3月31日（3年間）
委託金額
　66,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を含
む）を上限とする。
参加表明書受付期間
　9月10日（木）～23日（水）
問合せ●小鹿野庁舎・総務課まちづくり推進室
　　　　☎26-6581

小鹿野町への入札参加資格申請について小鹿野町への入札参加資格申請について

　町では、令和２年度から建設工事請負等（建設工事、設
計・調査・測量、土木施設維持管理）の入札について電子
入札共同システムを利用した電子入札を主軸として実施
しています。次年度以降においては、一層の電子入札推
進を行う方針です。
　電子入札案件に参加するには、町への紙登録による入
札参加資格申請でなく、電子入札共同システムを利用す
る入札参加資格申請を行う必要があります。
　町の電子入札推進をご理解のうえ、システムの活用に
ご協力ください。
〈新規申請〉
　申請日現在、埼玉県電子入札共同システムの「工事等」
に登録がない事業所
受付期間●９月１日（火）～２５日（金）

物品等競争入札参加資格申請
　令和３・４年度の小鹿野町の物品等競争入札参加申請
における対象業務区分は、今期に引き続き、「販売」「賃
貸」「買受け」「印刷」「電算業務」「催物・映画・広告・その他
の業務」「建築物管理」です。
〈更新申請〉
　申請日現在、埼玉県電子入札共同システムの「物品等」
に登録がある事業所
受付期間●１０月５日（月）～１２月４日（金）

　令和３・４年度（令和３年４月１日～令和５年３月３１日）において小鹿野町の入札に参加を予定
されている場合は、次のとおり埼玉県電子入札共同システムによる令和３・４年度の入札参加
資格審査申請受付（新規・更新）が行われますので、手順をご確認のうえ、お手続きください。
　詳しくは、埼玉県入札審査課ホームページの「申請の手引き」をご覧ください。

検索埼玉県入札参加資格申請問合せ●埼玉県入札審査課（工事）☎０４８-８３０-５７７１　
　　　　埼玉県入札審査課（物品等）☎０４８-８３０-５７７５
　　　　小鹿野庁舎・総合政策課☎７５-４１９６

申請方法●必要書類を郵送で提出（消印有効、持参不可）
※信書を送ることが可能で、到達が確認できる方法(簡
易書留、レターパック等)で郵送してください。(メール便、
宅配便では信書を送付できないため不可。)
〈更新申請〉
　申請日現在、埼玉県電子入札共同システムに対象業務
のいずれかの業務に登録がある事業所
※有効なIDがない場合は、新規申請を行ってください。
受付期間●１０月９日（金）～１１月１３日（金）
※「建設工事のみ」を申請する場合は、１１月２６日（木）ま
でです。
申請方法●電子入札共同システムによる電子申請を行
い、関係書類を郵送してください。（送付方法について
は、〈新規申請〉に同じ）（消印有効、持参不可）

〈新規申請〉
　申請日現在、埼玉県電子入札参加システムの「物品等」
に登録がなく、新たに申請される事業所
受付期間●１０月１９日（月）～１２月４日（金）
※埼玉県電子入札共同システムに登録の予定のない町
内に住所を有する事業所については、令和３年２月に書
面による受け付けを行います。

移住支援コーディネーター（会計年度任用職員）を募集します移住支援コーディネーター（会計年度任用職員）を募集します
　町では、町外からの移住を検討する人に対し小鹿野町
の魅力を紹介するため、小鹿野町移住支援コーディネー
ターを募集します。
受付期間●9月1日(火)～18日(金)
募集人数●若干名
受験資格●移住・定住支援及び地域づくりに理解と関心
があり、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
試験日及び内容●9月23日(水)/面接試験
試験場所●小鹿野町役場・小鹿野庁舎

任期●10月～令和3年3月末
業務場所●小鹿野町観光交流館内移住相談窓口
業務時間●土・日曜日の10:00～15:00(1時間の休憩含
む)
業務内容●移住者及び移住希望者への相談業務、観光
案内等
給与●規定による時給942円～
申込＆問合せ●市販の履歴書に必要事項を記入し提出
してください。小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238
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国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお知らせ国民健康保険、後期高齢者医療制度からのお知らせ
第三者の行為（交通事故等）でケガをしたときは、届け出を！
　交通事故やケンカなど、第三者（加害者）から傷害を受
け、医療機関で被保険者証を使用して受診する場合は、
一時的に保険者が立て替えた後に加害者へ請求するこ
とになりますので、「第三者の行為による傷病届」等を福
祉課に必ず提出してください。

　加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてし
まうと、加害者へ請求できない場合がありますので、示談
の前にご相談ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎７５-４１０３

　新型コロナウイルス感染症の
終息が見えない中、町民の皆様
には感染防止に普段から留意い
ただきまして誠にありがとうござ
います。このような状況で町の諸
事業・行事も中止となり町民の

皆様への生活にも多大な影響を与えておりますことに
お詫び申し上げます。
　さて、そのような中でありますが、昨年度からの継続
事業で役場庁舎基本設計・実施設計が進められてい
ます。設計業務は香山壽夫建築研究所に委託していま
す。新庁舎の建設場所は現在の小鹿野庁舎の位置で、
構造は木造とする設計です。
　木材は町有林を使用する予定です。また、環境性能
にも配慮して高気密高断熱でライフサイクルコスト（建
設、維持管理、解体までの全期間に要する費用）に配
慮した設計としたいと存じます。
　現在、国（環境省）と協議を進め、高断熱、日射遮蔽、
自然換気などのエネルギーを極力必要としない技術や
高効率な空調、照明などのエネルギーを無駄なく使う
技術を融合させるとともに、太陽光発電などの再生可
能エネルギーを活用して年間の一次エネルギー消費
量の収支をゼロに近づけることを目指した庁舎とします。
このことにより国のZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）関連
補助事業の導入が可能となる予定です。
　新庁舎の建設財源としては合併特例債を活用した
いと存じます。合併特例債は、対象事業費の９５％に充
てられ、その元利償還金の７０％を国が地方交付税で
負担してくれる町にとっては大変有利な財源です。

　新庁舎の建設全体スケジュールは、本年度中に設
計業務を終了し、令和３年度から令和４年度にかけて
現小鹿野庁舎の解体と建設工事を進めたいと存じま
す。
　小鹿野庁舎解体に伴い役場機能は、両神庁舎に移
設いたします。なお、この間、住民票発行等の一部事務
機能は、小鹿野中央病院に併設されている保健福祉
センター内にも確保する予定です。新庁舎が完成する
まで町民の皆様にご不便をおかけしますがご容赦願い
たいと存じます。
　さて、先般、町民の方２６名にご参加いただき基本設
計町民ワークショップを実施いたしました。参加してい
ただいた皆様から様々なご意見ご提言をいただきまし
た。その中でこれから社会経済の変革が早いスピード
で進み、高度情報化や人口減少の中で、建物の用途
変更が可能となるようなフレキシブル（柔軟性があり、
しなやかなさま）な設計を希望する提案がございました。
役場庁舎は長く使用する建物であり、時代の変化に対
応できることは大切な要素であると思います。また、自
然災害等が多発する不確実な時代の中で、町民の安
心安全を守るための機能の充実も強く求められるもの
と存じます。そして、そこで働く役場職員が町民から信
頼される仕事をすることが一番肝要であると思います。

小鹿野町長　森 真太郎

役場庁舎の基本設計・実施設計が
進んでいます。

こんにちは。
町長です。障がい福祉

サービス
事業所の紹介

ＶＯＬ.１

～町内にある、障がいのある人が働く事業所を
　　　　　　　　　　随時紹介していきます～

障がい者自立支援農場
きづな作業所

  農福連携の事業所です
　秩父の自然に囲まれた広々とした牧場で、
安心安全な作業を行っています。事業所職員
も多く、利用者さんの目配り気配りもしっかり
しています。牧場で育てた牛をレストランの平
日ランチで用意していて牛ロース丼とロースト
ビーフ丼は絶品です。元気な接客でお客様を
お出迎えします。

作業内容

牧場業務

レストラン

堆肥の袋詰め作業

牛のエサやり

調理の補助

ランチ配膳・接客

堆肥の配達で秩父の

いろんな所へ行ける

のが楽しみです。

　レストランのウェイト
レスとして働いています。
接客や料理の配膳など
色々できて楽しいです！
お客さんに感謝してもら
えると嬉しいです。

利用者さん
の声

就労継続支援Ｂ型事業所

小鹿野町長留3545

20人

牧場(肉牛肥育、堆肥作り)

レストラン(接客、調理補助)

75-2049

事業所の概要

施設の種類

所 在 地

利用者定員

事 業 内 容

電 話 番 号
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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●９月８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●予約制になりますので、９月４日（金）までにお申し込み
ください。

日時●９月９日（水)10:00～11:30
場所●児童館　　定員●５人
内容●肩こり解消ストレッチ、腰のゆがみ引き締め体操等の実
践、個別相談等
講師●なごみ整体院　あん摩・マッサージ・指圧師　鎌田昌子氏
対象●およそ令和２年１月～７月生まれのお子さんがいる母親
申込●予約制になりますので、９月7日（月）までにお申し込み
ください。

　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。
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。
9月の巡回日＆場所
■９月４日（金)　  長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■９月１１日（金)　秩父市子育て支援センター
　　　　　　　　（下郷児童館内）
■９月１６日（水）　小鹿野町子育て支援センター

◀「シルエットクイ
ズ」を親子一緒
に嬉しそうに見
ています。

▲コロコロ、ボールを転
がすのも楽しいね。

楽しいこと
いっぱいあるよ！

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）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗
い・消毒・マスク着用のご協力も引き続きお願いしま
す。9月の事業も開放が主となります。状況により変更
となる場合もありますので、ご了承ください。ご不明な
点はお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗
い・消毒・マスク着用のご協力も引き続きお願いしま
す。9月の事業も開放が主となります。状況により変更
となる場合もありますので、ご了承ください。ご不明な
点はお問い合わせください。

※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。

　母子手帳機能のアプリで、町の子育て情報
の発信もしています。ご利用ください。
　１歳の誕生日にお祝いの配信とおがニャッ
ピー缶バッジをプレゼントします。

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」

●小鹿野町子育て支援センター利用対象　小鹿野町にお住まいの人●小鹿野町子育て支援センター利用対象　小鹿野町にお住まいの人

おがのこども園
おがの保育所

情報

ワニワニパ
ニック「出て
きたワニさん
をピコピコハ
ンマーで叩き
ます。」▶

　今年は新型コロナウイルスの影響でプール遊び
はできませんでしたが、裸足になって水遊びや砂遊
び、シャボン玉遊びをして夏ならではの遊びを楽し
みました。

　こども園では、年長児が毎週火曜日に和太鼓に
取り組んでいます。
　６月からタイヤを使って練習してきましたが、今
は小太鼓や“ぶっきり”の練習にも取り組んでいま
す。

▲たなばたハイポーズ！

▲アンパンマンシュート
「上手でしょ。」

　開放
日時■毎日　９：００～１６：００
対象■０歳～３歳のお子さんと保護者
場所■赤ちゃんの部屋・ホール・庭
内容■親子一緒に遊びましょう。

部屋のおもちゃで遊んだり、庭の砂場や芝生の上
で遊ぶのも楽しいです。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。

　にこにこタイム
日時■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
内容■親子体操、手遊び、大型絵本の読み聞かせ

　お庭で遊ぼう
走りっこ・砂遊び
日時■９月16日（水）１０：００～１１：３０
内容■庭で走りっこや砂あそびをします。
持ち物■帽子、着替え、タオル、水筒、ビニール袋
＊濡れてもよい服装でおいでください。
対象■２歳～３歳のお子さんと保護者８組
申込■定員になり次第終了します。

　よちよち・てくてくじゃんぷ
日時■９月９日（水）よちよち　１歳代
　　■９月１７日（木）てくてくじゃんぷ
　　　２～３歳代のお子さんと保護者
　　　両日共１０：００～１１：３０
内容■年齢に応じた遊び、子育て情報の交換
申込■前々日までにお申し込みください。

　親子のびのび体操
日時■９月２４日（木）１０：００～１１：３０
対象■１歳半以上のお子さんと保護者
内容■親子で体操やボール、マットを使い、楽しく体を動

かして遊びます。
申込■前々日までにお申し込みください。

　子育て相談(電話・面談)
日時■月～金曜日　９：３０～１６：００
内容■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

　すくすく(相談事業)
日時・内容■１０：００～１１：３０
　　　　　  ①９月４日（金）発育相談・計測(保健師)
　　　　　  ②９月１１日（金）栄養相談（管理栄養士）
　　　　　  ③９月18日（金）手作りおもちゃ　※要申込
　　　　　  ④９月２５日（金）ふれあい遊び(保育士)
対象■１歳未満のお子さんと保護者

　発育測定
日時■９月３日（木）１０：００～１１：１０
対象■１歳以上のお子さんと保護者
内容■身長体重を測定します。毎月記録できる計測カー

ドを用意しています。
　栄養相談
日時■９月１１日（金）１１：００～１１：３０
対象■１歳以上のお子さんと保護者
内容■離乳食や幼児食の量や調理法、栄養相談をお受

けします。

　親子ふれあい遊び
日時■９月１０日（木）１１：００～１１：30
対象■1歳～３歳のお子さんと保護者
内容■親子遊びを紹介します。

　子育て講座「遊んで育つ子どもの体！」　
　講師：岡田朋子理学療法士
　お子さんの体の使い方で気になっていることは、あり
ませんか？気軽に相談ください。
日時■10月23日（金）９：４５～１１：４５
対象■０歳～３歳のお子さんと保護者８組
内容■子育ての参考になるお話と楽しいふれあい遊び

を紹介します。
　　■１３：００～１５：００個別相談　小学校前のお子さんと保護者
申込■10月13日(火)までにお申し込みください。

子育て支援 広報 おがの
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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

広報 おがの 子育て支援



かんさんじゅん

　9月になりました。月日が経
つのは本当に早いですね。こ
の原稿が皆様に届くころには
どのような世の中になってい
るのでしょうか。
　さて、前回も登場したはっ

ちゃん、先日お会いした際も亡きたまちゃんの話をして
くれました。たまちゃんの旦那さんが入院した時、夫が
家にいないのを「死んじゃった」と思い込み、朝4時半
から葬儀の準備を始めたそうです。しかも毎日…。夜中
には泥棒を捕まえに出掛け、帰宅後に数時間寝て、朝4
時半から葬儀の準備。それに付きあったはっちゃんは、
どんなにか頑張り者です。なぜそれができたのか。その
原点は幼いころにあったとのこと。はっちゃんは5人きょ
うだいの一番上。弟さんが病弱だったため、小学校高
学年の頃にはさらにその下の弟さんのお世話や家事
などをこなしていたようです。3歳の弟を小学校に連れて
いき、面倒を見ながら授業を受けていたこともあると
か。今では考えられないような、でもそれが許されたい
い時代だったのでしょう。とにかくがむしゃらだった、で
も負けるもんか、という思いで頑張られたとのことでし
た。
　さて、話はかわりますが、前回も紹介した橋幸夫さ
ん。実母の認知症介護体験記「お母さんは宇宙人」の
続編である「宇宙人（ボケ老人）バンザイ！」の中でこう
綴っています。『あまりにも私たちは「失うこと」に対する
恐怖心が強すぎるのかもしれない。痴呆に対して過度
におびえているのも、知力を失うことへの恐怖心の表
れだろうと思う。しかし、失うことにおびえていて本当に
幸せになれるのだろうか？　幸せにはモノやカネがなく
てもなれることを、幸せなボケ老人は教えてくれる。大切
なのはいまこの瞬間を充実させ、心豊かに生きることな
のである。』
　この心豊かに生きるとは、どういうことでしょうか。6月
のある新聞で、“昔の些細なことを気にしすぎてしまう”

という悩み事相談に、政治学者の姜尚中さんが、「未
来のことを思い煩っているのではないか」と答えていま
す。姜さんのお母様も些細なことを気にする方だったよ
うですが、晩年を迎えたある時からいつもニコニコして
幸せそうになったというのです。その理由は、もう未来の
ことを心配しなくなったからだと分析されています。私た
ちがほかの生き物と違うのは過去を記憶し、未来を予
測しようとする知恵を持っているから。でもそれが悩み
のタネにもなっている。「いま」を愉しめない根幹にある
ものは不安であり、今の自分の幸せが失われていくか
もしれない不安、それが未来への焦りにつながってい
る、と。答えは「いま」を無心にエンジョイすることだと結
んでありました。ここに心豊かに生きることのヒントがあ
る気がしました。

しあわせはいつも　じぶんのこころがきめる
(相田みつを：詩人、書家)

この世に生きる喜びの一つは、人間の純粋な心にふれ
ることである

(武者小路実篤：小説家、詩人)

　はっちゃん、橋さん、私たち、それぞれに人にはわか
らない苦労があります。それをどう受け止め乗り越えて
いくか。そんなことを考えさせられました。
　あなたの心はいま、豊かですか？　
　今月も頑張りましょう。

幸せのありか

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

総合診療科外来　平田Ｄｒ．
耳鼻咽喉科外来　荒木Ｄｒ．
耳鼻咽喉科外来　水足Ｄｒ．

休診

最新の休診情報は、町立病院のホームページ「診療日
カレンダー」でお知らせしています。
※休日急患当番医は広報おがの17ページをご覧くだ
さい。

　発熱等のある人は発熱外来で対応いたします。事前
にお電話（☎７５-２３３２）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、右記を目安に「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。

ドクター内田のひとりごと
思いつくまま気のむくまま 41

検索小鹿野中央病院

外来からのお知らせ外来からのお知らせ

院長　内田　望

９月１１日（金）
１０月６日（火）
１０月８日（木）

■息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の
強い症状のいずれかがある場合
■重症化しやすい人（※）、妊婦の人で、発熱や咳などの
比較的軽い風邪の症状がある場合
（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等
の基礎疾患がある人や透析を受けている人、免疫抑制
剤や抗がん剤等を用いている人
■上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状
が続く場合
（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状に
は個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐ
に相談してください。解熱剤などを飲み続けなければな
らない人も同様です。）
お子さんをお持ちの人へ
　小児については、小児科医による診察が望ましく、県
民サポートセンターやかかりつけ小児医療機関に電話
などでご相談ください。

令和２年度　外来診療科目案内令和２年度　外来診療科目案内
診療時間 月 火 水 木 金 土

内
科・外
科

（
総
合
診
療
科
）

午
前

午後

午前

午後
午前

午後

午前

午前
午後
午前
午後

午前

午後

整
形
外
科
婦
人
科
眼
科
耳
鼻

咽
喉
科
精
神
科

心
療
内
科
リ
ハ
ビ
リ

9:00～ 黒沢(正)
内田

関口
吉原

担当医

休診

休診

休診

休診

担当

担当

沖坂

塩谷

中村
曽根

平田
山下

関口

担当医

休診

手術日
小笠原
小笠原
２：００～２：３０

山口
山口
２：００～２：３０

休診

担当

担当

竹内

荒木

金子（桃）
伊藤
内田

関口　

担当医 担当医 担当医

休診

吉原　 吉原　

担当医
3:00～4:30

新井康弘
（特殊外来・乳腺外来）
第２、第４  予約患者のみ
３:３０・４:００

大野
（総合診療科・消化器外科）
第１、第２、第３、第５のみ
２：３０ ～３：３０

休診

休診

休診

休診

担当

担当

櫻井

黒沢(正)
山下（第２、第４）
黒澤(奈)（第１、第３、第５）

休診 休診 休診

休診休診

休診
水足

担当

担当

神田

休診

担当

担当

播本

担当医
（第１、第３のみ）

関口
（第３のみ）

休診

休診

新井久稔
新井久稔

担当
（第1、第3のみ）

休診

水川
（第１、第３のみ）

9:00～

9:00～

9:30～

9:30～
1:30～
10:00～
2:20～

9:00～

1:30～

手術等

新患及び当日受付

第
２
、第
４ 

予
約
の
み

■待ち時間を少しでも解消するため、「新患及び当日受付」枠を設けています。
■「新規患者及び当日受付」の人は、希望の医師の診療を受診できない場合がありますので予めご了承ください。
■婦人科外来では、予約がない人は受診できない場合がありますので事前に電話等でご相談ください。

受付時間●７：００～１１：３０
眼科　 ７：００～【月・木・金 １１：３０ まで】
　　　　　　 【水・土 　 １１：００ まで】
　　　　　　 【火　　　１０：３０ まで】         　  

総合診療科（午後）【木　０：３０～４：００ まで】
　　　　　　　　　【金　０：３０～３：００ まで】
婦人科（午後）　　【火・金　０：３０～２：３０ まで】
耳鼻咽喉科（午後）【火・木　０：３０～２：３０ まで】※初診の人は各曜日とも１０：００ まで

※初診の人、久しぶりに受診する人は視力の検査
があります。眼底検査が必要な場合は散瞳もしま
すので車の運転は４時間程度できなくなります。

※午後の特殊外来を受診する場合は、予約が必要です。        

■第２、第４、第５土曜日、日曜日、祝祭日、
及び年末年始は、全科休診です。ただ
し、心療内科は第２・４の土曜日のみ診
察します。心療内科を受診する際は、予
約が必要ですので、事前に電話にて予
約をお願いします。
■面会時間（通常）
　月曜日～金曜日　13:00～20:00
　土・日曜・祝祭日　10:00～20:00
注）ただいま感染予防対策のため面会はご遠慮
いただいています。ご理解、ご協力をお願いし
ます。
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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●9月23日(水)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10:00～15:00
　　　（祝日・年末年始を除く）
相談員●移住支援員、地域おこし協力
隊員、町職員
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●①9月8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
日時●9月1日(火)13:30～
相談員●公認心理師
※相談時間は、予約の際にご確認く
ださい。

結婚相談
▶問合せ／中央公民館 ☎75-0063

日時●9月10日（木)18:00～20:00
相談員●髙橋　聡さん
　　　　守屋恒男さん
　　　　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。

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●9月15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●10月21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・不登校でお悩みのご本人、
ご家族からの相談をお受けいたしま
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●9月8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●9月1日(火)、17日(木)
13:00～16:00
相談員●臨床心理士
場所●保健福祉センター
申込●前日までに予約をしてくださ
い。予約のない場合は、中止となりま
すのでご了承ください。
※ご家族などご本人以外の相談も可
能です。
※秘密は守りますので、安心してご相
談ください。

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）

■休日在宅歯科当番医　診療時間／10:00～13:00

9月21日 黒谷 ☎22-1118田口歯科医院
※必ず電話でご確認のうえ、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
9月10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

9月5日・
19日
12日・
26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
☎66-2038

あらいクリニック
秩父病院 
秩父市立病院
南須原医院

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

月
水

火・木・金
9月10日のみ

期日 医療機関 所在地 電話

■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

9月6日
13日
20日
21日
22日
27日

9月6日
13日
20日
21日
22日
27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
小鹿野町
大野原
阿保町
長瀞町
小鹿野町

☎62-0039
☎75-2332
☎22-6122
☎22-6329
☎66-1000
☎75-2332

金子医院（内）
小鹿野中央病院（内）
石塚クリニック（内・呼）
大谷津医院（内・小）
長瀞医新クリニック（内・外）
小鹿野中央病院（内）

診療時間／8:30～翌日の8:30

桜木町
桜木町
桜木町
皆野町
桜木町
皆野町

☎23-0611
☎23-0611
☎23-0611
☎62-6300
☎23-0611
☎62-6300

秩父市立病院
秩父市立病院
秩父市立病院
皆野病院
秩父市立病院
皆野病院

※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でもご確認ください。

※18:00以降は必ず電話でご確認のうえ、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

9月6日
13日
20日
21日
22日
27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
新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター

※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。

い
た
だ
き
ま
す

※スマートフォンやパソコンで、下記のURL
を入力する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/itdk.php

簡単な手話を覚えましょう【第24回】簡単な手話を覚えましょう【第24回】

掌を上に向けた左手から、伸ば
した右手人差し指と中指を口へ
運びます。この表現には「食べ
る」「ご飯」という意味もあります。

次に、胸の前で両手掌を合わせ
拝むしぐさをします。
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9月10日～16日は自殺予防週間です9月10日～16日は自殺予防週間です

　今まで風しんの定期予防接種を受ける機会のなかっ
た男性を対象に、風しんの抗体検査と予防接種が公費
（無料）で受けられます。風しんは予防接種で予防可能な
感染症ですが、妊娠初期の女性がかかると障がいを持っ
た赤ちゃんが生まれることがあります。妊娠中予防接種
が受けられないので、妊婦の周囲にいる人が予防接種を
受けることで大切な人を守ることができ、風しん流行の
予防にもつながります。この機会にぜひ検査を受けま
しょう。
対象●昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生の男性
今年度は昭和37年4月2日～昭和47年4月1日生の男性

に無料クーポン券を送付しました。ご不明な点がある人
は保健課までお問い合わせください。
期間●令和4年3月31日まで(お早めにお受けください)
費用●クーポン券利用で無料（1回限り）ただし、転出した
場合は利用出来ません。
受け方●医療機関に予約をしてから、クーポン券と身分
証明書（免許証や保険証等）を持参し、抗体検査を受けて
ください。抗体検査の結果、十分な抗体がないと判断さ
れた人は、再度、医療機関に予約をし、クーポン券と抗体
検査結果を持参し、予防接種を受けてください。

風しん抗体検査及び風しん５期定期予防接種を受けましょう風しん抗体検査及び風しん５期定期予防接種を受けましょう

9月の予約が必要な教室　申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

■長寿筋力アップトレーニング教室
日時●①9月9日（水）、23日（水）15：00～16：00
　　　②9月16日（水）、30日（水）15：00～16：00
　　　③9月3日（木）、17日（木）19：00～20：00
　　　④9月10日（木）、24日（木）19：00～20：00
場所●①②児童館　③④いきいき館
対象●20歳以上の町民　　定員●各回15人
持ち物●運動のできる服装、バスタオル、飲み物、マスク
内容●筋力トレーニング等(トレーニング機器は使いません)
■バランスボール教室
日時●9月17日（木）、25日（金）10：00～11：00
場所●児童館
※いずれか1日の参加です。
対象●20歳以上の町民　　定員●各回8人
持ち物●運動のできる服装、バスタオル、飲み物、マスク
◎疾患のある人は、事前に主治医にご相談してお申し込みく
ださい。
■ヘルスアップ教室～体組成・骨密度測定～
日時●9月28日（月）13：30～15：00
場所●いきいき館
対象●20歳以上の町民　　定員●8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について個別指導

　各教室とも、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
参加人数を制限、時間を短縮して実施します。また、下記の教
室は、全てマスク着用、体温測定を行います。
　前日までに予約をしていないと参加できませ
んのでご注意ください。

■高精度体組成計による測定日
日時●9月16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
■ステップ体操
日時●9月4日（金)､11日(金）、18日(金）､25日（金）
①9:30～10:30　②11:00～12:00　③14:30～15:30
場所●いきいき館　　対象●20歳以上の町民　　
定員●各回10人(月1回のみ参加可能)
持ち物●運動靴、運動のできる服装、タオル、飲み物、マスク、
体調チェック確認シート、運動アンケート（新規の人のみ）
■郷土料理伝承ボランティアのメンバーを募集します！
　郷土料理を自分たちで学び、それを元に現代の健康問題
に合わせた郷土料理を作ります。他の教室で講師として他の
人にも伝えていきましょう。
日時●9月28日（月）10:00～11:30
場所●両神ふるさと総合会館2階　視聴覚室
定員●10人
内容●町の郷土料理を調べ、新しい郷土料理を考える。
※10月以降も継続して活動します。
持ち物●筆記用具

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

■いきいき館利用のための初回講習会
　講習会を受けていただき、安全に自分に合った運動をお勧め
します。
　必ず予約をお願いします。予約がない人の初回講習会はで
きません。
対象●20歳以上の町民で初めていきいき館を利用する人
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、マスク
※講習会は、60分程度で個別で開催します。
※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。
※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。

■いきいき館開放日
　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●①日中開放　毎週月・木曜日（祝日は休館）13:00～17:00
②夜間開放　毎週水曜日(祝日は休館)17:30～21:00(最終入
館20:30まで)
※１回のトレーニングは90分以内となります。
※毎回、マスク着用でお願いします。状況により、人数制限を行
う場合があります。
※初回講習を受講していない人は利用できません。

　町では、平成30年3月に小鹿野町いのち支える自殺対
策計画を策定しました。毎年自殺者数は減少傾向です
が、全国では1年に2万人もの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。自殺の背景には、精神
保健上の問題だけでなく、経済や生活問題、家庭問題、勤
務問題、学校問題など様々な要因が連鎖するなかで、心
理的に追い詰められ「死ぬしかない。」と危機的な状態に
まで追い込まれてしまった末の死なのです。
　最近、ストレスや問題に対処する重要な能力として注

目されているのが
「援助希求行動」です。これは解決が難しい問題や悩み事
などに出会ったときに、誰かに相談したり、助けを求める
ことができる能力をいいます。誰かに助けを求めること
は決して恥ずかしいことではなく、むしろストレスなどに
上手く対処するための重要な能力です。周囲に相談しに
くかったり不安が強い場合には、医療機関や専門の相談
窓口を利用しましょう。

相談窓口
●こころの相談（小鹿野町保健福祉センター内保健課）
　予約制☎75-0135
　＊詳細はP16をご覧ください。
●小鹿野町いつでも健康相談
　☎0120-554-245(小鹿野町の人のみ利用可）
　こころと体の様々な相談に24時間体制で医師や専
門のスタッフがお答えします。

●埼玉いのちの電話
　☎048-645-4343
　２４時間３６５日対応、秘密厳守、名前をいう必要はあ
りません。
●自殺予防週間特設コーナー
　自殺予防週間には、図書館に特設コーナーを設置
します。関連書籍やリーフレット等用意いたしますの
で、ぜひ、お立ち寄りください。

健康講演会健康講演会 Hm1

　講演会を開催します。感染症の基本的な知識と予防方
法について学びませんか。
日時●9月16日（水）13:30～14:30
場所●小鹿野文化センター・ホール
内容●「感染症の知識と予防」
横田内科・呼吸器科クリニック院長　横田幸弘先生
定員●100人
申込●事前に申し込みが必要です。前日までにお申し込
みください。（申込順）

9月28日（月）、29日（火）　特定健診（集団）9月28日（月）、29日（火）　特定健診（集団）
　今年度最後の集団健診を実施します。
日時●①9月28日(月)　②9月29日(火)
場所●小鹿野文化センター
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で、7月の集団健診の未受診者

や個別健診、人間ドックの受診予定がない人
申込●保健課に電話でお申し込みください。(①②共に9
月23日(水)まで)
受け方●電話受付後、必要書類一式について郵送しま
す。問診票等記入のうえ、当日持参してください。

Hm4

　10月25日（日）に開催を予定していました「第39回健
康まつり・第36回町民輪投げ大会」は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止及び参加者、関係者の健康・安全を第
一に考慮し、中止とします。ご理解のほどお願いします。

健康まつり及び町民輪投げ大会
の中止について

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。



Hm1

Hm1

　さまざまな活動を通じて、対人関係の向上や社会
参加を目指します。ふれあい作業所とボランティア団
体よもぎの会と保健課が共同で実施いたします。
日時●9月18日(金）10：00～11：30
場所●児童館
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）・軽い運動など
※参加費として100円をいただきます。9月16日
（水）までにお申し込みください。

『お茶会・交流会』に
参加してみませんか？
『お茶会・交流会』に
参加してみませんか？

　音楽で認知症を予防する介護予防教室です。今月
は、認知症予防音楽ケア体操を取り入れた内容で
す。
日時●9月3日(木)、17日(木)13：30～14：30
場所●小鹿野文化センター・大会議室
対象●65歳以上の人

バンビちゃんの会バンビちゃんの会

　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●9月15日(火)10:00～11:00
対象●認知症の人を介護する家族　場所●児童館

認知症家族会認知症家族会

　認知症の人や家族が気軽に出かけられ、地域の皆
さんとの交流を深めるカフェです。
日時●9月8日(火)13：30～14：30
場所●小鹿野文化センター・大会議室
※飲食を提供しないので、水分補給のため各自飲み
物をご持参ください。

オレンジカフェ「笑顔」オレンジカフェ「笑顔」

※以下については、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、マスクを着用し時間短縮で実施します。
また、最初に体調確認シートにご記入いただきます。

バランスボール教室

　バランスボールを始めてから、
足の筋肉や体幹が強くなってき
ました。教室に参加するように
なって、お友達がたくさんでき
て、楽しく運動しています。これか
らもバランスボールを継続して
いきます。（福島和子さん）

私たち
頑張って
います

私たち
頑張って
います

▪▪新型コロナウイルス感染症対策▪▪
　使用済みのマスク等のごみを捨てる際は「マスク等の
ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかり封をする」「ごみ
を捨てた後は手を洗う」等に注意しましょう。マスクのポ
イ捨ては絶対にやめましょう。
（環境省HPより）

乳幼児健診・BCG予防接種乳幼児健診・BCG予防接種
1歳６か月・２歳児健診
日時●9月15日(火)13:00～13:45
場所●児童館
該当児●[1歳6か月児]平成31年2月～3月生まれ
　　　　［2歳児］平成30年5月～7月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票、体調チェック問診票、バ
スタオル

BCG予防接種
日時●9月10日(木)13：00～13：30
場所●児童館
対象児●令和2年1月～4月生まれ
持ち物●母子手帳、BCG予防接種予診票、体調チェック
問診票
申込●9月3日(木)までに電話でお申し込みください。

　9月1日は「防災の日」です。近年、地震や台風、豪雨など、日本では自然災害が多く起こってい
ます。昨年は小鹿野町でも台風第19号の豪雨により大きな被害を受けました。災害がいつ、どこ
で発生するかわからない今、改めて防災について考えてみませんか。今回は「防災」「自然災害」
についての本を４冊紹介します。

特集　防災を考える特集　防災を考える

　絵本を通して、親子がふれあい楽しい時間を過ごすた
めのお手伝いをします。当日は、絵本の紹介と絵本を1冊
プレゼントします｡
日時●９月１５日（火）１３：００～
場所●児童館（健診会場）　※健診対象児童のみ

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）ブックチャレンジ（２歳児）ブックチャレンジ（２歳児）

応募受付を開始します！応募受付を開始します！

「警視庁災害対策課
　　　　防災ヒント110」
著者●日本経済新聞出版社　編
 　　　警視庁　取材協力
出版社●日本経済新聞出版社
分類●３６９ケ
出版年●２０１９．８

　災害対策のプロ集団が発信する役立つツイートから選りす
ぐった、110項目が書籍化されました。もしものときに役立つ情
報が、画像やイラストを交えて分かりやすくまとめられています。

「異常気象のしくみと
　　　自然災害対策術」
著者●ゲリー・マッコール　
　　　内藤典子　訳
出版社●原書房
分類●３６９マ
出版年●２０１９．７

　自然災害で被災したときや山や海で遭難したときなど、絶望
的な状況から生き延びるためのサバイバル術が収録されてい
ます。いざというときにこの本の知識が役立つかもしれません。

「備えいらずの防災レシピ」
著者●飯田和子
出版社●東京法令出版
分類●３６９イ
出版年●２０２０.７

　災害はいつ起こるかわかりません。もし被災した時に非常食
だけでは味気がなく、健康が心配になります。本書ではそんな
非常時でも作れる簡単レシピ３５品を紹介しています。

「どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！　
自然災害サバイバル  全３巻」
著者●木原実　監修
出版社●日本図書センター
分類●Ｋ３６９ト
出版年●２０２０.４

　災害が起きたときの正しい対応をクイズ形式で楽しく学べま
す。それぞれ地震、水害、避難生活をテーマとした全３巻となっ
ています。全巻読めばあなたも防災博士になれるかも？

第2回  小鹿野町読書感想画コンクール
応募期間●9月1日（火）～10月23日（金）

第5回  小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール
応募期間●9月8日（火）～10月16日（金）

※募集の詳細については広報おがの６月号（調べる学習コンクール）、７月号（読書感想画
コンクール）又は図書館配布のチラシをご確認ください。
※町内の小・中学校へ通っている児童・生徒は各学校へ提出することもできます。

※今月のオススメ本、図書館Q＆Ａはお休みです。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休館日や事業の日程・内容等が変更又は中止となる場合があります。ご了承ください。

たくさんのご
応募

お待ちして
ます！

日時●9月10日（木）10:00～12:00、13:15～15:30
場所●小鹿野文化センター
※献血カードをお持ちの人はご持参ください。
お願い
400mL採血の基準を満たしている人は、ぜひ400mL献
血のご協力をお願いします。200mL献血については、必
要量が集まり次第終了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、9月は中
止となります。ご了承ください。

広報 おがの 保健・福祉
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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）

町立図書館
町立図書館
分室　

月曜日（７・１４・２８日）　金曜日（１８日）　水曜日（２３日）
土曜日（５・１２・１９・２６日）　日曜日（６・１３・２０・２７日）
祝日（２１・２２日）

図書館
だより
図書館
だより

9月の
休館日



（強瀬道男埼玉県農林部長　写真右）
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6月
２０日
２１日
２５日

両神小森
下小鹿野
飯田

小鹿野
7月
１２日

ご出産おめでとうございます。
《７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。
《7月中の同意書届出・敬称略》

祝 悼祝 悼

粂　智子（９０)
小菅 鍵一郎（８３）
近藤 公二（８２）

７月
５日
７日
１０日
１２日
１４日
１６日
２０日
２６日
２６日
２７日

両神薄
両神薄
小鹿野
藤倉
下小鹿野
下小鹿野
長留
藤倉
飯田
河原沢
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寄贈ありがとうございます寄贈ありがとうございます

防災行政無線放送の専用電話廃止について防災行政無線放送の専用電話廃止について

　7月22日に有限会社森林スマ
イル企画（取締役　黒沢裕紀さ
ん）から小鹿野町へ雑巾564枚
を寄贈していただきました。
　いただいた雑巾は、町内の学
校、こども園、保育園、学童クラブ
等へ配布しました。

　第70回埼玉県森
林整備コンクール
において、河原沢の
福島弘文さんが農
林水産大臣賞・埼玉
県知事賞を受賞さ
れました。
　このコンクール

は、森林整備意欲の高揚を図ることを目的として、造林方法、間伐
等の保育状況、管理や環境への配慮等を審査するものです。
　福島さんは、適地適木の原則に基づき、尾根沿いにヒノキを植
栽し、広い面積にも関わらず植林～初期保育は自営で行い、その
後の間伐等の森林保育整備が適切に行われていることが認めら
れ、今回の受賞となりました。

祝 百歳 
おめでとうございます

大正９年８月２日生

斉藤 フミさん(両神薄)

無事に１才を迎えました。
これからも、すくすくと育ってね。

無事に１才を迎えました。
これからも、すくすくと育ってね。

新井 湊翔（勇介）

下小鹿野
6月
３０日

 そら

横田 颯良（慶和）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しています
が、町内には文化財に指定されている厄病祓いの行事があ
ります。
　一つ目が、三田川半平地内で行われている「半平の天王
焼き」（埼玉県指定無形民俗文化財）です。
　元々は、7月22日、近年は7月20日前後の日曜に半平で行
われる火祭りの行事で、耕地を見おろす山の中腹にある天
王社の前に麦藁で高さ10mの小屋を作り、火をつけて厄病
を炎で焼き滅ぼし耕地の安全を祈るものです。
　行事は、かつては小学1年から中学3年までの男子によっ
てすべて執り行われていましたが、現在は耕地全戸から大
人が出て行っています。
　二つ目が、両神小森間庭地内で行われる「間庭の甘酒ま
つり」（小鹿野町指定無形民俗文化財）です。
　間庭・栃本の耕地でまつる天王社で、7月最初の土用の
日曜に甘酒を造って奉納する祭りです。「300余年前の夏の
疫病が大流行した際、土地の人々が手作りの麦甘酒を醸し

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.29 ◆厄病祓い

て、悪疫払いの祈願をしたところ、蔓延した流行病が治まっ
た」と伝えられています。大幣を先頭に、甘酒の入った樽神
輿をかつぎます。以前は各氏子の家 を々厄除けのお祓いを
して回っていましたが、現在は天王社の周りを8の字に回っ
てかつぐようになっています。
　本年は、どちらも行事が開催できませんでしたが、小鹿野
町民は過去にも厄病や流行病に打ち勝ち、その後も社会環
境が変化していく中でも行事を大切に守り続けています。

秋の寄せ植え教室秋の寄せ植え教室
日時●10月9日(金）【1組目】13:30～、【2組目】14:30～
場所●小鹿野総合センター　　講師●島田治男さん　　費用●1,500円(材料費)
定員●各組10人　　持ち物●ビニール手袋、新聞紙、シャベル
申込＆問合せ●9月4日(金)から受付開始です。電話でお申し込みください。
　　　　　　  小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます

小鹿野

フォトニュース
小鹿野

フォトニュース

　7月1日オープンした神怡
舘、お陰様で7月27日に入館
者1，000人となりました。次
は2，000人目指します！

第70回埼玉県森林整備コンクール
農林水産大臣賞・埼玉県知事賞
福島弘文さん（河原沢）

　昨年度から実施している町防災行政無線のデジタル化
更新に伴い、これまでご利用いただいていた、防災行政無
線の放送内容を確認できる専用電話(79-1761)につい
ては、令和2年9月からご利用できません。
　なお、放送の聞き直しについては、新しく配付した戸別

受信機の「聞き直し」ボタンにより、最後に放送した内容を
確認することができます。
　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

坂本 ハツノ（９１)
黒沢 金子（８８)
松岡 　代子（９１)
北原 トリノ（８７)
竹内 ハル（９９）
黒澤 水子（９７）
笠原 英男（８７）
山崎 竹美（９４）
笠原 茂男（８７）
宮前 トクヱ（８５）
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●「中津川写真展」作品募集
募集期間　9月1日(火)～10月4日（日）
　どなたでも応募できます。応募数は一
人二点以内とします。応募用紙に必要事
項を明記し、応募作品の裏に貼付して埼
玉県森林科学館へ郵送してください。
内容　彩の国ふれあいの森の風景、巨木、
渓谷、滝、野鳥、野生動物などのカラー写
真（四つ切り253×305mm又はA４サイ
ズ）を埼玉県森林科学館第一学習室に展
示します。
※作品は返却できません。また、作品制
作及び作品送付に係る費用は自己負担
です。
展示期間　10月17日（土）～11月15日（日）
※応募要項及び応募用紙は、ふれあいの
森ホームページよりダウンロードしてく
ださい。
●大人の木工体験（スツール作り）
日時　10月11日（日）10:00～16:00
内容　ちょっと疲れた時、高いところの荷
物などを取りたい時などに重宝する背も
たれのない一人掛けの椅子（スツール）を
作ります。
対象　大人（２０歳以上）
定員　5人（申込順）　
費用　3,000円／人
締切　10月4日（日）
申込＆問合　申込みは電話にて受け付け
します。その他の催しはホームページに
てご確認ください。彩の国ふれあいの森
埼玉県森林科学館☎56‒0026

彩の国ふれあいの森のイベント

イ ベ ン ト

募  集

案  内

●Jw_cad(建築系)発展
日時　11月7日(土)、14日(土)
9:00～16:00
費用　受講料2,000円、
テキスト代3,520円(税込)
申込＆問合　10月1日(木)～10日(土)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

※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。

●防衛医科大学校医学科学生
試験期日　10月24日(土)、25日（日）2次
試験あり
受付締切　10月7日（水）
応募資格　18歳以上21歳未満の高校
卒業者(見込含む)
●防衛医科大学校看護学科学生
試験期日　10月17日（土）2次試験あり
受付締切　10月1日（木）
応募資格　18歳以上21歳未満の高校
卒業者(見込含む)
●自衛官候補生(男子・女子) 
受付期間　年間を通じて行っています。
試験期日　9月25日(金)～30日(水)のう
ち1日（予定）
応募資格　18歳以上33歳未満の男女
※自衛官候補生の受付期間・試験期日は、
変更になる場合がありますので、詳細は
お問い合わせください。
問合　自衛隊秩父地域事務所
☎22-6157

自衛官募集

●甲賀勝雄「腐食銅版画」展
　鏡面思考、蜜ろう、酸時間と気温、独自の
技法で生まれた作品をぜひご覧ください。
日時　9月12日(土)～22日(火)11:00～
16:30
場所　ムクゲ自然公園森の美術館(入館
無料)
●ＯＳＡＭＵアート展
　見たままに、感じたままに、自由な心で
あなたの世界を
日時　10月3日(土)～18日(日)10:00～
16:00
場所　ムクゲ自然公園森の美術館（入館
無料）
●みなの里山アートピック～食と芸術と
音楽の祭典～
　自然に囲まれたお山で親子で楽しみま
しょう！
日時　10月4日(日)10:00～19:00
場所　ムクゲ自然公園
費用　500円(運営協力金として)高校生
以下無料
問合　ムクゲ自然公園☎62-1688

ムクゲ自然公園からのお知らせ

日時　10月5日(月)13:15～16:00(受
付開始12:45）
場所　大宮ソニックシティ・地下展示場
内容　企業担当者による面接・企業説明
対象　高校、専門学校、高専、短大、大学
（院）等を卒業後概ね3年以内の人及び

既卒3年以内の人及び34歳以下
の若者対象就職面接会を開催
（事前申込不要）

公証週間期間中のイブニング
相談実施（平日17:00～19:00）

　10月1日（木）～7日（水）は公証週間で
す。
　秩父公証役場では、期間中の平日に時
間を延長してイブニング相談を行います。
　遺言、離婚に伴う給付契約、任意後見
契約、信託、会社設立時の定款作成など
公証役場での業務について、お気軽にご
相談ください。相談は無料です。
　なお、相談は予約制となりますので、ご
希望の時間にそえない場合があります。
予約＆問合　秩父市野坂町1-20-31（西
武秩父駅前MTビル1階）秩父公証役場
☎23-3788

●ウマとのふれあいコーナー
日時　9月13日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　特設会場（子供の広場）
費用　無料　※事前申込不要
●みどりの村秋の山歩き（きのこを見つ
けるぞツアー）
日時　10月4日（日）10:00～12:00
場所　みどりの村　全体
費用　１人500円　定員　20人（抽選）
申込　9月18日（金）必着
●サツマイモ掘り体験
日時　10月11日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　体験農園
費用　１人1,000円　定員　20人(抽選)
締切　9月25日（金）必着

●プリザーブドフラワー・ハーバリウム教室
日時　10月18日（日）13:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　2,500円　　定員　20人（抽選）
締切　10月2日（金）(必着)
申込＆問合　往復はがきにて参加イベン
ト名、参加者全員の住所、氏名、連絡先と
年齢を明記のうえ、応募してください。
〒368‒0101小鹿野町下小鹿野27
みどりの村管理事務所☎75‒3441
http://www.midorino-mura.com/

みどりの村

　この賞は、秩父郡市内に、在住在勤す
る俳句愛好者の優れた作品を顕彰するも
のです。多くの皆さんのチャレンジをお
待ちしています。
応募作品　雑詠10句（未発表のもの）
応募方法　指定の応募用紙又は原稿用
紙を使用し、必ず、題名、住所、氏名を記
入してください。

応募料　2,000円（定額小為替にて作品
を同封）
応募資格　当連盟の会員のほか秩父郡市
内に居住並びに勤務している俳句愛好者
応募締切　12月25日(金)必着
応募先＆問合　〒368-0004秩父市山田
1578-5「ちちぶ俳句賞」事務局(村田)
☎23-8687

第9回ちちぶ俳句賞作品募集

日時　10月10日（土）13:00～16:00
場所　矢尾百貨店2階ポケットパーク
内容　登記、相続、遺言、空き家問題、一
般法律問題、債務整理、成年後見など、司
法書士が無料で相談に応じます。（1組30
分・予約優先）
予約＆問合　埼玉司法書士会秩父支部
関根☎26-6327

「法の日」司法書士無料法律相談会

●ママと楽しむ森のようちえん
日時　①9月9日（水）、②10月21日（水）
両日とも10:30～14:00
場所　花の森こども園（皆野4081‒1）
内容　①葉っぱでペタペタアート
　　　②秋の木の実でクラフト作り
対象　0歳からのお子さんと保護者
費用　1,500円（保険料含む）
定員　12組
持ち物　おにぎり、水筒、着替え、帽子、
長靴、カッパ、タオル（汁物と季節の野菜
のおかず付き）
服装　長袖、長ズボン
問合＆申込　認定N P O法人森の
ECHICA花の森こども園☎62-4545（平
日10:00～16:00）※事前にお申し込み
ください。
●ベビーマッサージ講座
日時　9月15日（火）、10月20日（火）、11
月17日（火）、12月15日（火）11:00～
14:00
場所　多世代交流カフェゆいっこ（秩父
市下吉田3809）
対象　生後1か月～10か月くらいのお子
さんと保護者
費用　1,300円（ランチ・ドリンクバー付き）
持ち物　バスタオル・赤ちゃんの飲み物
（ミルクなど）
問合　ゆいっこ☎26‒6827（平日10:00
～16:00）
●はらいっぱい食堂
日時　9月4日（金）、11日（金）、25日（金）、
10月9日（金）、23日（金）、30日（金）、11
月20日（金）、27日（金）、12月4日（金）、
25日（金）17:00～19:00
場所　多世代交流カフェゆいっこ（秩父
市下吉田3809）
内容　多世代交流型こども食堂。お弁当
を提供します。どなたでも大歓迎。
費用　大人500円～（ドネーション制）、子
ども無料
問合　ゆいっこ☎26‒6827（平日10:00
～16:00）ボランティアスタッフ募集中

花の森こども園からのお知らせ

募集期間　9月1日(火)～11月30日(月)
活動内容　動物の愛護と適正な飼養･管
理の重要性について、地域住民の理解を
深めるための啓発活動や地域住民の求
めに応じた、繁殖制限措置に関する助言
や譲渡仲介の支援など。
申込＆問合　埼玉県ホームページ又は各
保健所、県動物指導センターの窓口に設
置する募集要領をご覧ください。
埼玉県生活衛生課☎048-830-3612

彩の国動物愛護推進員募集

検索彩の国動物愛護推進員

　秩父地域には介護が必要な状態になっ
ても住み慣れた地域で暮らせる仕組み
「ちちぶ　いきあいシステム」があります。
この取組を知ってもらえるよう4月よりラ
ジオ放送を行っています。私たちが人生
の最期を迎えるにあたって今から知って
おきたい医療・介護についての知識、そし
て本人家族の心構えについてもお考え
いただける内容で、各専門職のゲストか
らお話ししてもらいます。
　10月からは、趣向を変え、より内容の
理解につながりやすいよう、お手元に資
料を置きながら、自宅で気軽に学べる「ラ
ジオセミナー」として放送します。資料に
ついては、下記よりご準備ください。（資
料はなくても聞くことができます。）お楽
しみ企画もありますので、どうぞお聞きく
ださい。
日時　10月1日（木）～12月24日（木）ま
での毎週木曜日20:00～21:00
聴取方法　ちちぶエフエムラジオ79.0MHz、
又は、無料公式アプリ「FMプラプラ」をダ
ウンロード
資料配布　秩父市立病院ホームページ
よりダウンロードできます。希望者には郵
送しますのでご連絡ください。
資料代　無料　　
主催　ちちぶ圏域ケア連携会議
問合　市立病院地域医療連携室（ちちぶ
在宅医療・介護連携相談室）
☎25‒5013※土日祝除く

ちちぶエフエム「人生いきいき　
いきあう　ラジオ　ラジオセミナー」
開催～自宅に居ながらラジオで
気軽に学びませんか？～

日時　10月5日（月）9:25～11:50（受付
9:15～）
場所　埼玉県立秩父特別支援学校
内容　学校概要説明、分科会（各学部別
等）、施設見学、授業参観等
対象　知的障がいあるいは肢体不自由
等のある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☎21‒1361
FAX21‒1044

秩父特別支援学校後期学校公開

　「動物の愛護及び管理に関する法律」
では、国民の間に広く動物の愛護と適正
な飼養についての理解と関心を深めるた
め、9月20日（日）～26日（土）までを「動
物愛護週間」と定めています。
◎犬を飼ったら、責任を持って終生飼養し
ましょう。万が一、飼うことができなくなっ
たら新しい飼い主を探すよう努めましょう。
◎犬の首輪に鑑札と狂犬病の予防注射
済票を必ず付けましょう。飼い犬が迷子
になったら、速やかに保健所・警察署へ問
い合わせをしましょう。
◎犬の糞は放置せず持ち帰りましょう。
◎犬の散歩をするときは、犬にリードを付
け、放さないようにしましょう。
問合　秩父保健所生活衛生・薬事担当
☎22‒3824

動物愛護週間

　埼玉司法書士会では、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による収入減少や失
業などによる困りごと相談に対応するた
めの無料相談を実施しています。
日時　12月25日（金）までの月、水、金曜
日　（月、金）18:00～20:00まで　（水）
14:00～17:00まで　※祝日も実施しま
す。
費用　無料
※通話料については相談者の負担となり
ます。※個別継続相談は有料。
☎048‒872‒8055（開催当日のみ通話
可能）

生活困りごと電話相談

全国一斉「司法書士による
手続支援のための養育相談会」

日時　9月12日（土）10:00～16:00
相談番号　☎0120‒567‒301
※相談料は無料です。秘密は厳守します。
問合　伊藤寛司法書士事務所
☎048‒473‒1323

アイヌの方々からの様々な
ご相談をお受けします

相談専用フリーダイヤル0120‒771‒208
日時　月曜日～金曜日（祝日、12/29～
1/3を除く）9:00～17:00
※相談無料、匿名可、秘密厳守
公益財団法人　人権教育啓発推進セン
ター　〒105‒0012東京都港区芝大門
2‒10‒12KDX芝大門ビル4階
※本相談事業は、（公財）人権教育啓発推
進センターが、厚生労働省生活相談充実
事業により実施するものです。

34歳以下の若年者
持ち物　履歴書複数枚。ハローワーク受
付票（お持ちの人）。履歴書なしでも参加
可能。
問合　最寄りのハローワーク
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