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12月1日現在　 【世帯数】4,653世帯
　　　　　　 　【総人口】11,230人【男性】5,583人【女性】5,647人
11月中の異動　出生3人/死亡10人/転入13人/転出16人
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2021（令和3年）NO.184 広報おがの／令和3年1月1日発行
編集・発行：小鹿野町役場（小鹿野庁舎・総務課）　〒368-0192秩父郡小鹿野町小鹿野89番地　
TEL0494-75-1221㈹　FAX0494-75-2819

戸籍の窓 合角ダム貯水量状況
（令和2年12月15日現在）
貯水位　328.01ｍ
貯水量　10,255,600㎥
貯水率　100.1％各種ゴミ収集日  各世帯に配布してあるゴミカレンダーでご確認ください。

広報おがのは、行政区の皆さんのご協力で配布しています。
なお、役場窓口（小鹿野庁舎・両神庁舎）、公民館、図書館、子育て支援センターでも配布しています。

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）

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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三田川小学校子供歌舞伎発表会　12/5　
小鹿野子ども歌舞伎発表会　12/6
　

三田川小学校子供歌舞伎発表会　12/5　
小鹿野子ども歌舞伎発表会　12/6
　三田川小学校と小鹿野子ども歌舞伎の発表会が行われました。
新型コロナウイルス感染症の影響で祭りやイベント等の中止が
相次ぎ、発表の機会のなかった歌舞伎でしたが、役者の保護者を
対象とした小規模な形で発表会を行いました。子どもたちは練習
の成果を発揮し、迫力ある演技を見せてくれました。

活 カレンダーカレンダー

32

町県民税　　　 第4期
国民健康保険税　 第7期
介護保険料 第7期

今月の納税今月の納税

納期は2月1日(月)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。
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花と
歌舞伎と
名水のまち

▲開放
●長寿筋トレ
■夜間開放

▲発育測定
◆バンビちゃんの会
■日中開放
■長寿筋トレ

▲開放▲開放
■日中開放

七草

土用

元日

▲開放
▲すくすく
　（発育相談・計測）
■ステップ体操

☆おはなしひろば

☆おはなしひろば

★図書館休館日

★図書館休館日 ★図書館休館日 ★図書館休館日

▲開放
☆なかよしキッズ
◆乳がん子宮頸がん
　検診
■日中開放

▲開放
●認知症家族会
◆健康講演会

▲親子ふれあい遊び
▲おはなし会
●バランスボール教室
●BCG予防接種
■日中開放
■長寿筋トレ

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

▲よちよちてくてく
●長寿筋トレ
■夜間開放
◆結婚相談日

◆将棋大会

★図書館休館日 ★図書館休館日

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談
■ヘルスアップ教室
◆献血
■日中開放

▲じゃんぷ
●1・６、2歳児健診
◎認知症相談日

▲誕生会
●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

★図書館休館日 ★図書館休館日★図書館休館日 ★図書館休館日 ★図書館休館日 ★図書館休館日★図書館休館日

★図書館休館日 ★図書館休館日 ★図書館休館日

★図書館休館日 ★図書館休館日★図書館休館日 ★図書館休館日 ★図書館休館日 ★図書館休館日★図書館休館日

★図書館休館日 ★図書館休館日

★両神ふるさと総合
　会館休館日
◆小鹿野文化センター
　休館日

★両神ふるさと総合
　会館休館日
◆小鹿野文化センター
　休館日

★両神ふるさと総合
　会館休館日
◆小鹿野文化センター
　休館日

小鹿野町消防団
出初式
◆小鹿野町成人式

◆囲碁大会
★図書館休館日

▲開放
▲栄養・離乳食相談
▲ほっとハグくむ
　ママサロン
●はぐくみ相談（ことば）
◆長寿筋トレ
■体組成測定
■夜間開放
★図書館休館日

▲サーキット遊び
◎こころの悩み
　何でも相談
■日中開放
■長寿筋トレ
◆バンビちゃんの会

▲開放
▲すくすく（赤ちゃん
　とのかかわり方）
●バランスボール教室
■ステップ体操

▲開放
▲すくすく
　（ふれあい遊び）
■ステップ体操

★おやこ郷土料理
　教室

官公庁仕事始め 小寒

成人の日
鏡開き

立春

土用
防災とボランティア
の日

▲開放
■日中開放

▲豆まき会 ▲よちよちてくてく
●長寿筋トレ
■夜間開放

▲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
　（離乳食相談）
■ステップ体操

節分

大寒

小鹿野子ども歌舞伎小鹿野子ども歌舞伎

小鹿野子ども歌舞伎小鹿野子ども歌舞伎

三田川小学校子供歌舞伎三田川小学校子供歌舞伎三田川小学校子供歌舞伎三田川小学校子供歌舞伎



　小鹿野ロードレース大会のコースは、市街地から三田
川方面へ向かい、国道299号の三山地内で折り返し、両
神薄の坂戸地内を経由するコースでした。
　近年、国道を利用することから、参加選手の安全性向
上と交通渋滞の低減を図るためコースの変更が望まれ
ていました。そのため、本年第50回記念大会よりコース
図（案）のとおり、市街地から両神方面へ向かい、両神小
森の川塩地内で折り返すコースに変更する予定です。交
通規制区間の変更を行う必要があり
ますので、コース変更に対するご意見
を募集します。
募集期間●1月5日（火）～2月5日
（金）
提出方法●所定の用紙にご記入のう
え、郵送・持参・ＦＡＸにより小鹿野ロー
ドレース大会実行委員会（社会教育
課）へ提出してください。
記入用紙●両神ふるさと総合会館・
小鹿野文化センター窓口に準備する
用紙又は、町ホームページから印刷し
てください。

問合せ●小鹿野ロードレース大会実行委員会事務局
（小鹿野文化センター内社会教育課）
〒368-0105小鹿野町小鹿野167-1
☎75-0063　ＦＡＸ75-0032
メール　syakyo@town.ogano.lg.jp

小鹿野ロードレース大会
コース変更に対するご意見を募集します

小鹿野ロードレース大会
コース変更に対するご意見を募集します

　埼玉県では、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向けた気運を醸
成するため、聖火リレートーチの巡回展示を各市町村で実施しています。
　当町においても下記のとおり展示しますので、この機会にぜひ、ご覧ください。
日時●1月22日（金）8:30～16:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

東京2020オリンピック
聖火リレートーチ巡回展示の開催について
東京2020オリンピック
聖火リレートーチ巡回展示の開催について

新年あけまして 
　おめでとうございます
　町民の皆様におかれまし
ては、健やかな新春をお迎
えのことと心からお慶び申し
上げます。
　また、『文化の香り高く、小
さくともいきいきとした小鹿
野町の創生』に向けた町政

推進に対しまして、日頃より温かいご理解とご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。

　昨年を振り返りますと、誰もが予想もしていなかった新型
コロナウイルス感染症の世界的な流行により、未曽有の事
態に陥った１年となりました。オリンピックの延期はもとより、
本来であれば町内各地で行われるはずであったお祭りや
各種イベント等が、残念ながら中止や延期、又は規模縮小
を余儀なくされてしまいました。
　未だ終息を見せない新型コロナウイルス感染症により、
町民の皆様は、先の見えない状況に不安を感じられている
ことと思います。
　しかしながら、私たちは必ずこの苦境を乗り越えていける
と信じております。「明けない夜はない。」この言葉のとお
り、一日も早く新型コロナウイルスの脅威から解放された日
常生活が取り戻せるよう、町といたしましても全力で町民の
皆様の命・生活を守るために引き続き対策を講じてまいり
ます。
　このような状況の中、働き方改革等も進み、テレワーク※1

やワーケーション※2などが促進され、地方の良さが見直さ
れています。この流れをしっかりと捉え、町の移住施策等に
生かしていきたいと存じます。

　さて、昨年、埼玉県から譲り受けた施設をリニューアルし
た「クライミングパーク神怡舘」のオープンがございました。
７月のグランドオープン以降、町内外の子どもから大人まで
多くの方 に々ご利用いただき大変賑わっております。
　今後は、各種イベントの開催や町内の宿泊事業者等と
連携し、さらなる誘客活動を行うとともに、町内にある豊富
な山岳資源と連携した「山岳・クライミングによるまちおこし
事業」を推進し、町の魅力を発信してまいりたいと存じま
す。
　また、町にとって一大事業であります「小鹿野町役場新
庁舎」の建設に向けても一歩ずつ前進しております。町民
ワークショップやパブリックコメント等を行い、皆様から頂い
たご意見を反映させながら、現在、設計を進めているところ
でございます。町有林を活用し環境性能の高い木造庁舎
とし、町民の皆様が利用しやすく気軽に集え、町のシンボル
となる庁舎を目指してまいります。

　本年も、私の掲げる「町民ファースト」の信念のもとに小
鹿野町に住んでよかったと思えるまちづくりを、町民の皆様
と一緒に進めてまいります。
　結びに、令和３年の年頭にあたり、皆様のますますのご健
勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のあいさつといたしま
す。

令和３年元旦　　　　　小鹿野町長　森　真太郎

※1　自宅やサテライトオフィスなど「いつでも・どこでも」場所を選ば
ず仕事ができる柔軟な働き方。
※2　「ワーク」(仕事)と「バケーション」(休暇)を組み合わせた造語で、
休暇などで滞在している観光地や帰省先などで働くこと。仕事と休暇
を両立させる働き方として注目されている。

令和3年
10月17日（日）
開催予定
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マイナンバーカードの交付申請を支援しますマイナンバーカードの交付申請を支援します
　マイナンバーカードの交付申請は、QRコードを読み取
ることにより、オンラインで申請することが出来ます。町
では、この申請にあたって支援をしますので、申請の仕方
がわからない人は、小鹿野庁舎・住民生活課までお気軽
にお越しください。
　なお、申請にあたっては下記の書類をお持ちくださ
い。
申請に必要なもの
①本人確認ができる書類
　・1点で確認できるもの
　運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（写真入
り）、在留カードなど顔写真があるもの
　・2点以上必要なもの
　健康保険証、介護保険証、国民年金手帳、学生証など
住所が記載されているもの

小鹿野町奨学資金のご案内小鹿野町奨学資金のご案内
　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

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

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

　町では、より多くの人に小鹿野町で住み、暮らしていた
だくため、新たに町に転入された人や、新婚世帯の家賃を
最大で月1万円助成します。
対象条件●①②のいずれかに該当し、下記の必須条件の
すべてを満たす世帯
①結婚して2年以内で夫婦いずれも満45歳以下の「新婚
世帯」
②転入した日において世帯員がいずれも満45歳以下の
「転入若年世帯(単身者可)」
必須条件
■平成28年4月1日以降に民間賃貸住宅に入居している
こと
■過去にこの助成金の交付を受けていないこと
■当該住宅を世帯員又はその親族が所有していないこ
と
■世帯員が当該住宅を所有する法人の親族･役員でない
こと
■町税・国民健康保険税の未納がないこと
■令和3年1月1日現在その賃貸住宅に住所があること
※詳しくはお問い合わせください。

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

転入者と新婚世帯の民間賃貸住宅家賃を助成します転入者と新婚世帯の民間賃貸住宅家賃を助成します

Let‘s Try ボルダリング～クライミングによるまちおこし～

　神怡舘では、キッズスペース
の充実を図るため、ご家庭で
不要になった「おもちゃ」の寄
贈を募集します。
　寄贈していただきたい物は、
「ミニカー」＆「電車のおもちゃ」
です。
　皆さんのご協力、よろしくお
願いします。

VOL.17

おもちゃの寄贈
募集します

　昨年9月に続き、110度のホールド付け替
えを行います。そのため、次の期間、110度
壁が一時的に利用できなくなります。大変ご
迷惑をおかけしますが、ご理解お願いしま
す。
　なお、リニューアル壁は、1月30日(土)公
開予定です。お楽しみに！
利用停止期間●1月27日(水)～29日(金)

ホールドの付け替えを行います

問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805

受付期間●1月4日(月)～4月12日(月)
申請書配布●1月4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

②QRコード付き申請書（ない場合は窓口でお知らせく
ださい）
上記書類の確認後、顔写真を撮影し、オンラインで申請
します。
受付時間●平日9：00～17：00
※1月23日（土）10：00～12：00、13：00～16：00
申請受付のほか、マイナンバーカードの交付・更新も行
います。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-1418

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
小鹿野中学校駐車場舗装工事
防火水槽設置工事（長留工区）
町道両神687号線外4路線舗装修繕工事
町道両神43号線区画線設置工事

小鹿野町議会議場音響システム等更新業務

小鹿野町小中学校校務支援システム
導入事業
旧両神小学校給食調理場防水改修工事

小鹿野地内
長留地内
両神薄地内外
両神薄地内
小鹿野町役場・
両神庁舎 大会議室

小鹿野地内外

両神薄地内

15,474,800円
4,462,700円
3,811,500円
1,371,700円

8,140,000円

19,085,000円

2,387,000円

須田建設株式会社
有限会社黒沢造園関東重機
有限会社黒沢造園関東重機
株式会社岩崎工務店
株式会社東和エンジニア
リング 関東支店
株式会社富士通エフサス 
関越支社
株式会社岩田組

～令和3年3月19日
～令和3年3月25日
～令和3年3月15日
～令和3年2月15日

～令和3年3月31日

～令和3年3月31日

～令和3年1月29日
▲令和2年11月26日決定分

■マイナンバカードとキャッシュレス
決済で使えるポイント（上限5,000
円分）付与
■健康保険証（令和3年3月開始予
定）で利用も可能
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完成品の説明を受ける森町長

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

埼玉県からの
お知らせ

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

■不要不急の外出を控えてください。
■路上駐車はしないでください。
■通学路など歩道の除雪について、地元のご協力をお願
いします。
　特に、国道の除雪の状況については、「ちちぶ安心安全
メール(防災無線)」等で配信します。また、路面状況につ
いては、秩父県土整備事務所のホームページでライブ映
像もご覧になれますので、そちらも参考にしてください。
　除雪作業時にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204
秩父県土整備事務所・道路相談担当☎22-3715

除雪機を貸し出します除雪機を貸し出します
　小鹿野町コミュニティ協議会（会長　森　真太郎）
では、（一財）自治総合センターの宝くじ助成事業を
受けて、小型除雪機6台を購入し町内の行政区など
の団体・組織に対して貸し出しを行います。
　借用する際は小鹿野庁舎・総務課に申請してくだ
さい。
※貸出台数は原則1団体につき1台まで、貸出期間
は原則2日以内とします。
※格納庫からの運搬及び使用する際の燃料費は、各
団体にご負担いただきます。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

希望する妊婦の人への
分娩前ウイルス検査
希望する妊婦の人への
分娩前ウイルス検査

　新型コロナウイルス感染症への不安から検査を希望
する妊婦の人を対象に、分娩前ウイルス検査を行いま
す。
　検査費用の自己負担はありません。検査については、
かかりつけ産科医療機関にご相談ください。
問合せ●埼玉県保健医療部健康長寿課・母子保健担当
☎048-830-3561
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/
ninpupcr.html

あいサポーター養成研修の
参加者を募集します
あいサポーター養成研修の
参加者を募集します

　障がいについて理解し、ちょっとした手助けをする「あ
いサポーター」の養成研修を開催します。
日時●1月18日(月)14:00～15:30
場所●秩父市歴史文化伝承館1階研修室（秩父市熊木町
8番15号）
定員●20人(参加費無料)
締切●1月12日(火)
申込＆問合せ●保健福祉センター・福祉課又は秩父市社
会福祉協議会までお申し込みください。
保健福祉センター・福祉課☎75-4109
秩父市社会福祉協議会☎22-1514

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.29 ～

「ケーイング株式会社
秩父工場」

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
掲載します。

▶
工
場
内
の
様
子

刺繍をしているところを見せて
もらう森町長

町長の見て・聞いて・話して
　第29回の事業所訪問は、10月20日に小鹿野町飯田
にある「ケーイング株式会社秩父工場」を訪問し、高野豊
工場長にお話しを伺いました。
　創業者である先代の近藤九五社長は、三田川の栗尾
出身で、1949年(昭和24年）に東京で青果業を営む「秩
父屋」を設立しました。戦前、技術者として自動車部品製
作に携わるなど機械にも強かったため、ドイツ製のミシ
ンを手に入れ、1963年（昭和38年）に刺繍部を開設した
そうです。その後、「秩父産業株式会社」に社名変更し、
1973年（昭和48年）には、不動産部を開設するなど事業
を拡大していきました。そうした中で、1977年（昭和52
年）には、近藤社長が長年の夢であった生まれ故郷の小
鹿野町に少しでも女性の働
ける場所を作りたいという
思いから、兄の所有してい
た土地に、秩父産業㈱の刺
繍部秩父工場を設立しまし
た。工場長には、親族であっ
た高野工場長が就任し、工
場の近所の女性たちが働
き始めたそうです。現在でも働いている人たちは、皆さ
ん小鹿野町内を中心にお昼は自宅に帰れるほど近い人
ばかりとのことです。
　秩父工場が設立された当時は、工場長も初めての刺
繍という事で、東京や鎌倉で研修を受け、一から刺繍の

やり方を勉強し、とても苦
労したそうです。仕事は、
タオル関係をはじめ、ミラ
ショーンのリビング製品、
チャイルド社製子供服な
どブランド品への刺繍や
縫製も増え、1979年（昭
和54年）、1985年（昭和

60年）と工場の増設を行い、縫製部も設立されました。
その後、1995年（平成7年）に「有限会社ケーイングちち
ぶ」として秩父産業㈱から独立し、先代社長の息子さん
が2代目社長として就任され、2010年（平成22年）に現
在の「ケーイング株式会社」に社名を変更したそうです。
　現在では、アパレル関係の仕事が多く、特にユニクロ
からの仕事が主になっているそうです。また、会社や個
人からの記念品など一品物
の依頼も受けており、珍しい
ものだと、子どもがクレヨン
で描いた絵を型に起し、クッ
ションに刺繍したこともあっ
たそうです。地元では、お祭り
の衣装や、柔道着や帯への刺
繍、中学のジャージへのネー
ム刺繍などを手掛けている
そうです。
わが社の主力製品
　「刺繍」、発注者からの要望どおりの刺繍製品をお届け
できるよう心掛けています。
ここに自信あり
　ユニクロも認めた
技術力と生産力、1品
ものから企業からの
発注による大量生産
まで、発注者の要望
に沿った刺繍製品を
お届けします。

設　　備

代 表 者

従業員数
創 業
所 在 地
電 話

多頭機ミシン4台・半頭機ミシン2台・
 縫製ミシン4台
代表取締役社長　近藤  功
工場長　高野  豊
社員9人
1977年
小鹿野町飯田752番地1
0494-75-0915

会社概要

完成品の説明を受ける森町長

森町長と高野工場長

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

ＶＯＬ.5

～町内にある、障害のある人が働く事業所等を
　　　　　　　　　　随時紹介していきます～

ＮＰＯ法人小鹿の夢
星降る下で

  こんな事業所です
　両神の薬師の湯近くにある古民家風のグループ
ホームで、7人の利用者さんが共同生活しています。小
規模なのでとてもアットホームな雰囲気で、利用者さ
んにとって毎日安心安全に暮らせる我が家のようなグ
ループホームを心がけています。今後も利用者さんの
生活の場を提供していきます。

職員紹介

施設風景

　日々利用者さんを支援していて
とてもやりがいを感じています。
　職員と利用者さんは和気あいあ
いとした雰囲気です。
　今後も利用者さんが楽しく生活
できて、笑顔のたえないホームに
していきます。

職員さん
から
ひと言

共同生活援助事業所
（グループホーム）

小鹿野町両神小森80-1

7人

共同生活の場の提供

26-7171

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

世話人とは・・・
　グループホームでは少人数の共同生活を送りますが、その
際に障害があるために日常生活で不自由に感じてしまうこと
や、サポートが必要な場面で適切な支援をしてくれる職員の
『世話人』がいます。世話人はグループホームで利用者さんが
快適に生活を送っていくうえでなくてはならない人です。日常
生活のサポートから、コミュニケーションをとる相手、利用者さ
んの相談相手と心身ともにサポートを行っており利用者さんの
心の支えとなっています。

世話人の江野友香さん

　利用者さんが共
同生活する大広間
です。それぞれ個人
の部屋もあります。

　世話人が利用者さんに毎日おい
しい料理を作っています。

小鹿野町衛生センター運転管理業務の受注候補者の特定について小鹿野町衛生センター運転管理業務の受注候補者の特定について
　町では、小鹿野町衛生センターの運転管理業務を委託
する事業者を選定するため、公募型プロポーザルを実施
し、第一次審査及び第二次審査を経て受注候補者を特定
しました。
受注候補者の住所・氏名
　東京都港区港南一丁目７番１８号
　水ingAM株式会社

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）
問合せ●小鹿野庁舎・総務課まちづくり推進室内
小鹿野町衛生センター運転管理業務プロポーザル審査
委員会事務局☎26-6581

　今回で17回目を迎える本大会は、中止となった前回大
会でお披露目予定だった2つの新コースに加え、長瀞
コースをリニューアルしました。子どもから大人まで楽し
める１市４町の特徴を活かした企画が盛りだくさん！皆さ
んのご参加をお待ちしています。
期日●4月10日（土）・11日（日）※雨天決行
事前申込期限●3月19日（金）
※秩父地域1市4町在住･在学の人は開催地特別料金と
して、事前申し込みに限り1,000円とします。ただし、申し
込みは直接申し込み（おもてなし課等の窓口）又はイン
ターネット申し込み（別途手数料有り）となります。
費用●事前申し込み／1,500円（2日間）
　　　当日申し込み／1,000円（1日ごと）

申込方法●インターネット、電話、郵便、直接
■インターネット申し込み及び電話申し込みについては、
大会開催が確定する3月上旬（予定）以降に参加費をお支
払いいただきます。
■事前申込者には大会当日記念品を贈呈
■未就学児及び秩父地域在住・在学の高校生以下は無料
です。

秩父いってんべぇウオーキング2Days秩父いってんべぇウオーキング2Days
　十分な感染症対策を行ったうえで大会を開催する予定ですが、社会情勢により内容を変更、
中止とする場合があります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

コース概要

1日目（4月10日）
①アニメの舞台地めぐり・横瀬ファミリーコース（5ｋｍ）
　受付・スタート時間●10:00～11:00
　場所●横瀬小学校 受付･出発
②江戸巡礼古道を辿り、今昔の聖地を巡るコース（10ｋｍ）
　受付・スタート時間●10:00～11:00
　場所●秩父市役所前広場 受付･出発
③歌舞伎のまち・小鹿野伝統芸能コース（18ｋｍ）
　受付・スタート時間●9:30～10:30
　場所●小鹿野小学校 受付･出発
　※出発場所まで秩父市役所前広場よりバスを運行（バ
ス運賃500円）
④俳句の里・皆野吟行コース（28ｋｍ）
　受付・スタート時間●8:30～9:30
　場所●皆野町役場受付･出発

2日目（4月11日）
⑤芝桜と武甲山のふもと・山歩きコース（7ｋｍ）
　受付・スタート時間●10:00～11:00
　場所●秩父市役所前広場 受付･出発
⑥新旧の橋くらべ・清流と秩父街なかコース（10ｋｍ）
　受付・スタート時間●10:00～11:00
　場所●秩父市役所前広場 受付･出発
⑦荒川しだれ桜・浦山ダム内部見学コース（19ｋｍ）
　受付・スタート時間●9:30～10:30
　場所●三峰口駅前 受付･出発
⑧花の長瀞・ジオパークみどころ発見コース（22ｋｍ）
　受付・スタート時間●9:00～10:00
　場所●多世代ふれ愛ベース長瀞（野上駅徒歩５分）受
付･出発

※申し込み方法等詳しくは、各町役場や秩父市役所、各
総合支所等公共施設で配布する「募集要項」をご覧いた
だくか、両神庁舎･おもてなし課までお問い合わせくださ
い。
問合せ●両神庁舎･おもてなし課☎79-1100

NEW!

NEW!

NEW!
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償却資産を所有している人は申告が必要です償却資産を所有している人は申告が必要です
令和3年度償却資産(固定資産税)申告書の提出について
　固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産(事業用資
産)についても課税されます。
　令和3年1月1日現在、町内に償却資産を所有している
人は申告が必要ですので、期限までに申告書のご提出を
お願いします。
　なお、新たに事業を開始した人など、申告用紙が必要
な人は、税務課までご連絡ください。

設置者

個人(住宅用)

個人(住宅用以外)

法人

太陽光発電設備(全量売電) 太陽光発電設備(余剰売電)

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

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

余剰売電は事業用資産とはならないため、
償却資産としての申告は不要です。

申告期限●2月1日(月)
提出場所●小鹿野庁舎・税務課

秩父税務署からのお知らせ秩父税務署からのお知らせ

　確定申告には、自宅からパソコン・スマートフォンで利
用できるｅ‒Ｔａｘが便利です。多くの人が訪れる確定申告
会場に出向かなくても、マイナンバーカードとＩＣカード
リーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマート
フォンがあれば、ｅ‒Ｔａｘを利用して申告書を提出できま
す。

　また、事前に税務署でＩＤ・パスワード方式の手続を行え
ば、マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタ等をお持
ちでない人でも、ｅ‒Ｔａｘを利用できます。本年の確定申
告では、新型コロナウイルス感染防止の観点からも、ぜひ
自宅からｅ‒Ｔａｘを利用ください。

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

秩父消防本部からのお知らせ秩父消防本部からのお知らせ
　3月1日(月)から「Net119緊急通報システム」の運用
を開始します。このシステムを利用することにより、聴覚
や発話に障がいがあり音声による通話が困難な人が、ス
マートフォンや携帯電話のインターネット機能を使って
119番通報することが可能になります。ご利用には事前
の登録が必要となります。
　詳しくは秩父消防本部ホームページをご覧ください。

問合せ●秩父消防本部指令課
☎21-0119　FAX21-0124
秩父消防本部ホームページ
https://www.c-kouiki.jp/cfd/

税務課からのお知らせ税務課からのお知らせ 問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4124・4125

償却資産とは…
　製造や小売、農業などの事業を個人又は会社で営
んでいる人が所有し、その事業のために用いること
ができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事
業用資産をいいます。

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

給与支払報告書の提出について
（事業者の皆さんへ）
給与支払報告書の提出について
（事業者の皆さんへ）
　法人・個人事業主を問わず、従業員等へ給与・賃金等
（専従者給与やパート、アルバイトを含む）の支払があっ
た場合は「給与支払者」に該当し、地方税法に基づき給与
支払報告書を提出する義務があります。
　給与支払者に該当する場合には、令和２年１月から１２
月までの給与支払報告書（総括表及び個人別明細書、普
通徴収に該当する従業員等がいる場合には普通徴収切
替理由書兼仕切書）を令和３年２月１日までに提出してく
ださい。提出先は、従業員等が令和３年１月１日現在に住
所を有する市町村です。

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

たばこは地元で買いましょうたばこは地元で買いましょう
　市町村たばこ税は愛煙家の皆さんがお買い求めに
なった小売業者（たばこ屋さん等）の所在する市町村の
税収となります。
　小鹿野町の令和元年度市町村たばこ税の税収は、
63,868,320円で、町の貴重な税収となっています。

確定申告に便利なID・パスワードを取得しましょう！

■オンライン請求の手順
①自宅等で請求データを作成
　自宅等のパソコンやスマートフォン、タブレット端末で
納税証明書データを作成します。
②税務署窓口で本人確認後に受取り
　窓口で書面により請求する場合と比べ短い時間で受け
取れます。
■オンライン請求のメリット
＜メリット１＞
　手数料が安価です。
　１税目　１年度　１枚　370円（通常400円）

＜メリット２＞
　窓口での待ち時間が短縮できます。

　各種ご用件で税務署の窓口が混み合っている場合が
あります。この機会に納税証明書の請求には、ぜひオンラ
イン請求を利用ください。
　詳しくは、ｅ-Ｔａｘホームページhttps://www.e-tax.nt
a.go.jpをご確認ください。

納税証明書の請求はオンラインで！

　国税の納付については、金融機関等の窓口での現金納
付の他、多種多様な納付手段があります。
・ダイレクト納付（源泉所得税を納めている人など頻繁
に納付手続をされる人にお勧め）
・コンビニ納付
・振替納税（申告所得税や消費税（個人）の確定申告書を
毎年提出する必要のある人にお勧め）
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付（納付額に応じた手数料がかかり
ます）

　税務署としては新型コロナウイルス感染症の影響を踏
まえ、窓口に出向かずに納付ができる納付手段をお勧め
します。特に、法人の納税者にはダイレクト納付を、個人
の納税者については振替納税をお勧めします。ぜひこの
機会に利用の開始をお願いします。
問合せ●ご不明の点につきましては、秩父税務署へお気
軽にお問い合わせください。
秩父税務署☎22-4433(自動音声案内の2番)

国税の納付はキャッシュレスで！
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問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238
　　　　両神庁舎・産業振興課☎79-1101
　　　　おもてなし課☎79-1100
　　　　クライミングパーク神怡舘☎26-7805

「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.43VOL.43

　現在、小鹿野中学校にお手
伝いに入らせていただいており
ます。
　１２月からは、３年生対象に、
自主学習のための場（進学ゼ
ミ）を手伝わせていただいており
ます。先生方のサポート、そして
生徒さんの可能性を広げるお
手伝いができればと思います。
（宇佐川）

　ちちぶFM出演や武蔵野
銀行イベントへの登壇、秩父
鉄道情報誌パレット・埼玉県
観光情報誌「ちょこたび埼
玉」の取材を受けました。記
事を見て、小鹿野町に興味
を持つ方が増えると嬉しいで
す。（工藤）

地域おこし協力隊

　11月23日に小鹿
野町、秩父吉田の限界

集落千鹿谷郷ひなた村に協
力して頂き、古木柚子絞り体験会

を両神ふるさと総合会館で行い、ジャ
ムや絞り汁など皆さんで作りました。
今後はこのようなイベントを通して
色々な方と交流がとれればと思って
います。（佐々木）

　ジンやアロマオイルの蒸留で使用する、柑橘の収穫や樹
木の保全に関する事を小鹿野や秩父地域で取り組ませて
頂きました。諸先輩方のご指導のもと実際に山に立ち入っ
て、柚子やかぼすといった柑橘と樹木との組み合わせの可
能性を感じました。
　捨ててしまう木材も、蒸留という形で活かせるのではない
かと学ばせて頂きました。役立てられるように精進して参り
ます。（髙山）

　猟友会に入会しました。
先輩の皆様よろしくお願い
します。（御田）

　小鹿野町のことをもっと多く
の方々に知ってもらいたいと、ブ
ログも始めました！
　現在、インスタグラム•ツイッ
ター•フェイスブックにて、小鹿野
暮らしや秩父地域の素敵スポッ
トの紹介をしており、4000人以
上のフォロワーさんに見ていただ
いております。ブログでも、小鹿
野町の素晴らしさを沢山の方に
届けられるように引き続き頑張り
ます！（宮本）

秩父おがの移住女子のくらし
↓
https://riho-ogano.blogspot.com

地域おこし企業人　石塚 浩哉

　コロナ禍の影響で、今年、小鹿野町を訪れる予定
だった、都内の中学校2校の宿泊行事が中止となり
ました。部活合宿ではなく、学年全体で実施する学
校行事です。また、昨年好評のうちに終了しました、
花しょうぶ園見学や毘沙門氷を食すバスツアーも、
今年は、募集自体が見送られました。
　そのほか、コロナ禍以前に、昨年クラブツーリズム
首都圏だけで2,000名様近くを集めた、氷柱を巡る
ツアーは、暖冬の影響により、約1,000名様にお申し
込みいただいたところで、催行中止となってしまい
ました。天候が理由とは言え、残念でなりません。
　今年は、小鹿野町への観光誘客をミッションとし
ている私にとって、全く貢献できていなく、誠に申し
訳ない状況でした。そんな中、GoToキャンペーンが
始まり、withコロナの状況下で、感染症対策を充分
講じたうえでクライミングツアーを催行しました。観
光大使、平山ユージ氏に講師をお願いし、11月1日か
ら1泊2日で、クライミングパーク神怡舘でのトップ
ロープクライミング講習、二子山でのロッククライミ
ングを体験していただきました。密を避けるため、宿
泊は1室2名までとし（結果、全員個室）、15名様限定
の募集としました。催行中は、添乗員が定期的に健
康チェックを行いました。参加者の満足度は高く、小
鹿野ファン作りができた感が強いです。このツアー
の様子は、埼玉新聞が取り上げて下さり、ツアー主
催のクラブツーリズムユー
ザー向けオウンドメディアに掲
載して、小鹿野町の宣伝を図り
ました。
　クライミングパーク神怡舘に
ついては、町の財産であります
ので、町が主体となって、活用
の方法を考えていかねばなら
ないと感じています。その支援
を弊社はしてまいります。クラ
イミングパーク神怡舘の建設
については、民意の議論の場
である議会でも反対のご意見
があったとお聞きしています。
大きな予算を使う事業であり

ますから、当然の事と思います。が、決まった以上は
町の財産として、町全体で活用方法を考えていくべ
きであり、それが民主主義だ、という事を私は中学
校時代の生徒会活動で先生に教わりました。乱暴な
言い方になってしまいますが、町内の有権者の方が、
お一人につき町外のお一人をご紹介下さると、約
9,800名様がクライミングパーク神怡舘に入場下さ
ることになるのですから。
　町が取り組んでいる「クライミングによる町おこ
し」については、観光庁が公募した「誘客多角化等の
ための魅力的なコンテンツ造成」実証事業という
withコロナの状況下での誘客事業に、町が公募した
「クライミングタウン小鹿野でのワーケーション・二
地域居住誘客のためのモニターツアー事業」が採択
されました。この事業の目的は、ツアーだけではなく、
withコロナの環境下、テレワークや二地域居住を誘
客しつつ、小鹿野町での登山やハイキング、ボルダリ
ングやロッククライミングをお楽しみいただく実証
事業により、それらに適した町である旨、広く配信し
ていく事です。
　この事業に弊社は他社とも連携し、町に貢献すべ
く、取り組んでまいります。

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
Withコロナという状況下で
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　本ページでは、小鹿野
高校３年生総合学習『小
鹿野高校株式会社』の
活動を中心に取り上げ
ています。9月から本格
的にスタートした本取組
は、いよいよ終盤を迎え
ています。今月号でも、
生徒達が学習の中で感
じている生の声を、お届
けいたします。

①ボルダリング課をつくったきっかけは？
　知り合いに教えていただき、子どもの頃から登山やボルダリングに親しんできました。地元にボ
ルダリング施設・神怡舘ができたこともきっかけとなり、ぜひ、小鹿野高校株式会社の中に、ボル
ダリングの課をつくりたいと思いました。
②フィールドワークに行ってみてどうでしたか？
　神怡舘は、コースの種類が豊富で、初心者でも楽しめるコースがあるので、課のメンバーも楽
しめている様子でした。スタッフの方へのインタビューでは、学生の利用者が比較的少ないとい
うことを教えていただきました。
③学習のゴールは？
　神怡舘への学生の訪問者が増えることに貢献したいと考えています。具体的には、秩父郡市
にある高校４校合同で行うボルダリング選手権の企画を考えました。私たちが考えた企画を神
怡舘のスタッフの皆様に提案するなど、取組を進めてみたいと考えています。
④将来の夢は？
　ボルダリング大会で、地元１位をとりたいです。

①伝統文化課をつくったきっかけは？
　今ではなくなったお祭りや伝統文化を復活できたらと思ったことがきっかけです。実際にフィー
ルドワークに出てみると、私たちでも力になれることがあることを知りました。例えば、参加される
方々が少なくなっているお祭りで、屋台を出すお手伝いをすることなどです。
②今後の学習の展開は？
　小鹿野町のお祭りに私たち小鹿野高校の取組の１つである竹あかりを活用していただいたり、
３年総合学習『小鹿野高校株式会社』の他の部が開発をした料理を出品させていただいたりす
るなどのアイデアがあります。また、SNSやラジオ、パンフレットなど様 な々方法を活用して、お祭り
を宣伝することもできるかもしれません。アイデアをまとめてみて、最後の発表会で伝えたいと思
います。
③将来につなげたいことは？
　将来は、世の中で役立つものをつくりたいと考えています。「つくる」という点で、今回の学びを
生かすことができればと思います。

小鹿野
高校×

地域のコラボ通信 VOL.7 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

■生徒1：濵田敬一さん（ハッピー田舎化大作戦部 ボルダリング課 所属）

■生徒2：出浦一輝さん（イベント部 伝統文化課 課長）

はまだ  けいいち

いでうら  かずき

100%

■生徒3：高橋美紗さん（イベント部 小鹿野魅力課 所属）
たかはし  みすず

①「小鹿野高校株式会社」の学習を始めてみてどうですか？
　授業で小鹿野町の魅力に触れ合う貴重な経験をしていると思います。フィールドワークでは、文
化センターを訪れ役場の方に小鹿野町のお祭りについてインタビューをした後、観光交流館へ
行って情報を集めました。小鹿野町に沢山のお祭りの種類があることが分かりました。また、中には
初めて知ったお祭りもありました。
②今後の展開は？
　フィールドワークで知った情報を基に、小鹿野町のイベントについてまとめたパンフレットづくりを
します。そして、発表会では、私たちが感じた小鹿野町のイベントの魅力を多くの人に伝えたいです。
③将来の夢は？
　外国の方 と々交流をもちたいです。日本とは違う、海外の文化や言語を学びたいと思っています。
今回の活動を通して、小鹿野町のイベントについてまとめた情報も、これから私が関わっていくか
もしれない外国の方 に々も伝えられるようになりたいです。

100%

■生徒４：小林梨乃さん（グルメ部 発掘課 課長）
こばやし   りの

①学習を進める上で苦労したことはありましたか？
　初めは、グルメ部発掘課の中で、チームとしてまとまりをつくることに苦労しました。課長として、
計画案をつくる時などにも、アイデアがなかなか出なかったり、考えが一致しなかったりして、苦労し
ました。
②その後、変化はありましたか？
　小鹿野町の作物を発掘するためにフィールドワークに出たことがきっかけで、チームに変化が起
きました。それぞれが気になる作物を写真に撮ったりするなど、１人ひとりが自分から行動するよう
になったのです。それ以来、グルメ部発掘課としてまとまりが出てきて、意見を交わすことや分担し
て仕事を進めることができるようになりました。
③将来の夢は？
　昔から、福原愛選手に憧れています。何事に対しても、一生懸命なところが凄いと思っています。
私も彼女のように、何事においても一生懸命な人になることが目標です。

100%

■生徒５：黒田知未さん（グルメ部 発掘課 所属）
くろだ    ともみ

①課の目的と、フィールドワークについて聞かせてください。
　私たちの課の目的は、小鹿野町であまり知られていない特産品を発掘することです。２回目の
フィールドワークでは、くつろぎ農園さんに自分たちでアポイントメントをとり、訪問をしました。
②フィールドワークをしてみてどうでしたか？
　自分たちで、訪問先を決め、アポイントメントをとることを経験したことで、積極的に行動する力を
身につけられたと思います。また、訪問先でインタビューをさせていただいたことで、働かれている
方が大事にされていることや熱意など、多くのことを知ることができました。
③将来の夢は？
　日本料理、西洋料理、中華料理など、多様なジャンルの料理ができる調理師になることが目標
です。そのためにも、この先、調理について広く学んでいきたいと思います。

100%

■生徒６：引間愛果さん（ハッピー田舎化大作戦部 福祉環境づくり課 課長）
ひきま   まなか

①課の目的と、フィールドワークについて教えてください。
　私たちの課の目的は、福祉の観点から、小鹿野町についてPRをすることです。中でも、小鹿野
町で取り組まれている「こじか筋力体操」について探究しています。フィールドワークでは、地元の
高齢者の方 に々こじか筋力体操がどのくらい知られているのかを知るために、アンケートをとりに行
きました。知名度にはまだ課題があるようだ、という結果を得ることができました。
②学習のゴールは？
　先日、秩父おもてなしTVさんにご来校いただき、私たちが「こじか筋力体操」に取り組む様子を
取り上げてもらいました。その様子を、YouTubeにも載せてもらいました。こうした取組を通じて、
「こじか筋力体操」を全国的に広げたいと考えています。
③将来の夢は？
　今後の進路は、介護職として働いていきたいと考えています。今回の取組を生かして、「こじか筋力
体操」を、施設の利用者の方 に々もやっていただけるように働きかけていくことができたらと思います。

埼玉県立小鹿野高校  3年総合学習「小鹿野高校株式会社」

ハッピー田舎化
大作戦部

マッチョで健康で
楽しめる
町づくり

グルメ部
小鹿野町の特産品を

発掘する

ビジネス部

集客アップを
ねらう

イベント部

高校生にしかできない
町おこし

福祉環境づくり課
「高齢者が健康で住みやすい
環境をつくる」 料理開発課

「小鹿野町の特産品を
使った料理開発をする」

発掘課
「小鹿野町の知らない食べ
物を発掘をする」

PR課
「小鹿野町の食材をPRする」

商品開発課

カフェ内装課

移動販売課

福祉施設課
「福祉の観点で人を集めて
有名にする」

ボルダリング課
「神怡舘に人を集める」

サイクリング課
「サイクリングによる楽しい
旅行プランづくり」

小鹿野魅力課
「全国の人に注目してもらう」

伝統文化課
「外の人に来てもらえる
イベントづくり」

広報 おがの インフォメーション インフォメーション 広報 おがの
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　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？専門の保育士等が、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●１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●予約制になりますので、１月７日（木）までにお申し込み
ください。

　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。予約制になりますので事前にお申し込みください。
日時●１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
※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。
１月の巡回日
■１月  ８日（金）　秩父市子育て支援センター（下郷児童館内）
■１月２０日（水）　小鹿野町子育て支援センター

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」

キッズサロン（予約制）キッズサロン（予約制）

はぐくみ相談【ことば】（予約制）はぐくみ相談【ことば】（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。1月の事業も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。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。1月の事業も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。不明な点はお問い合わせく
ださい。

　母子手帳機能のア
プリで、町の子育て情
報の発信もしていま
す。ご利用ください。

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」
　おがニャッピーが健康づくりのために親子体操
を考えました。音楽に合わせて親子で一緒にでき
る内容となっています。おがのこども園のホーム
ぺージ、母子手帳アプリ「ほっと子育てお
がニャプリ」等にて動画を公開していま
す。親子で一緒にやってみましょう。

おがニャッピー親子体操（動画配信）おがニャッピー親子体操（動画配信）

●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

　開放
日時■毎日　９：００～１６：００
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。

対象■０歳～３歳のお子さんと保護者

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

　豆まき会
日時■2月2日（火）10：00～11：30
　　　お面作り①9：50　②10：20　各6組
　　　豆まき会11：00
内容■かわいい鬼のお面を作ったり、豆まきを楽しみましょう。
対象■0歳～3歳のお子さんと保護者
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■1月13日（水）よちよちてくてく
　　　1歳～2歳のお子さんと保護者
　　■1月26日（火）じゃんぷ　3歳のお子さんと保護者
　　　両日とも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。

　誕生会
日時■1月27日（水）10：00～11：30
内容■12月、1月生まれのお子さんの誕生会をします。手

作りの誕生カードをプレゼントします。
対象■0歳～3歳のお子さんと保護者

　すくすく
日時・内容■10:00～11:30
　　　　　①1月8日（金）発育相談・計測(保健師)
　　　　　②1月15日（金）手作りおもちゃ（保育士）
　　　　　③1月22日（金）赤ちゃんとのかかわり方
　　　　　　（ひまわり保育園前園長）
　　　　　④1月29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

　親子のびのび体操
日時■1月28日（木）10：00～11：30
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。おがニャッピー親子体操もします。
対象■1歳半以上のお子さんと保護者
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、子育てに関

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

　栄養相談・離乳食相談
日時■1月20日（水）10：00～11：30
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。
対象■0歳～3歳のお子さんと保護者

　発育測定
日時■1月7日（木）10：00～11：10
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。
対象■１歳以上のお子さんと保護者

　親子ふれあい遊び
日時■1月14日（木）10：00～11：15
内容■親子遊びを紹介します。
対象■1歳～3歳のお子さんと保護者
　おはなし会
日時■1月14日（木）11：20～11：40
内容■町立図書館司書による絵本の読み聞かせです。
対象■0歳～3歳のお子さんと保護者

おがのこども園
おがの保育所

情報
　毎月さま
ざまな場面

（火災、地震、午睡時等）を想定し避難訓
練を実施しています。
　年1回の総合避難訓練では、消防署の
職員に指導を仰ぎながら通報・水消火器
訓練を行い、災害時に備えています。

こども園より

日時●１月１８日（月）10:00～11：00頃
内容●たこ作り
持ち物●上履き、水筒、着替え、タオル（保護者はマスク着用） 日時●①１月９日（土）10:00～　②１月２３日（土）10:00～

場所●おがのこども園・遊戯室
内容●①読み聞かせ、プチ人形劇
　　　②読み聞かせ、簡単な工作
対象●幼児（親子）、小学校低学年児童
問合せ●おがのこども園☎75‐3292
　　　　https://www.town.ogano.lg.jp/kodomoen/

『なかよしキッズ』1月の予定
（来年度3歳児入園対象のお子さん）

▲わいわい座談会　
　子育てのヒントになるお話を
していただきました。

▲近くの神社境内までお散歩。
階段も「よいっしょ」一生懸命
のぼりました。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業を中止する
場合があります。

  子育て支援事業
　（おがのこども園・図書館連携） おはなしひろば

　お休みしていた読み聞かせ事業を１月から実施します。対
象年齢ならどなたでも参加できます。お待ちしています。

「なかよしキッズ」「おはなしひろば」に参加される人　
・３歳以上はマスクの着用をお願いします。
・体調が悪い場合は参加をご遠慮ください。
・受付で検温・チェック表の記入をお願いします。
・感染症等の状況により中止となる場合があります。

▲手形足形アート「サンタクロース、
トナカイ、クリスマスツリー」ができ
ました。

◀チューリップ球根
植え、パンジー苗
植えを親子でしま
した。♪

▲
落ち葉がいっぱ
い。踏みつける
と「カサカサ音
がするよ」。

　サーキット遊び
日時■1月21日（木）10：00～11：30
内容■親子の楽しい体操やリズム遊び、サーキット遊びを

行います。
対象■1歳半以上のお子さんと保護者

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



日時●1月14日（木）11：20～
　　　開始15分前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・紙しばい・手遊び

●新春将棋大会●

日時●1月11日(祝)9:00～
場所●小鹿野文化センター・和室
対象●小学生以上
費用●1,000円(学生無料）
申込●大会当日9：00までに会場にお越しください。

●新春囲碁大会●

日時●1月17日(日)9:00～
場所●小鹿野文化センター・大会議室
対象●小学生以上
費用●1,000円(学生無料)
申込●大会当日9：00までに会場にお越しください。

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）

　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●1月26日（火）13：30～
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）

　図書館本館は館内のタイルカーペット張替工事の実施
に伴い、臨時休館となります。ご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いします。なお、臨時休館中は次の
場所で資料を返却してください。
①両神ふるさと総合会館
　●本　ブックポスト　
　●CD・DVD　1階返却箱
②小鹿野町立図書館分室　
※小鹿野町立図書館分室は開館しています。
③小鹿野文化センター　窓口

図書館本館  臨時休館のお知らせ図書館本館  臨時休館のお知らせ

　11月28日（土）、両神ふるさと総合会館3階において、図書館を使った調べる学習コンクール
と読書感想画コンクールの表彰式を行いました。出席した入賞者19人が表彰状を受け取り、保
護者とともに喜んでいました。入賞おめでとうございます。

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.33

◆鉢形領の戦国時代についての調査研究発表会が
　2月23日に開催されます

第5回 小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール
第2回 小鹿野町読書感想画コンクール　表彰式
第5回 小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール
第2回 小鹿野町読書感想画コンクール　表彰式

調べる学習コンクール　入賞者 読書感想画コンクール　入賞者

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、図書除菌
機を図書館本館に設置しました。この除菌機では本の表
紙やページの除菌・消臭・抗菌を行ったり、ページの隙間
のほこりを取り除くことができます。どなたでも無料で利
用できますので、本を借りた際にはぜひご利用ください。
使い方
①ドアを開け、本を広げて設置台に挟んでセットします。
（1回で単行本は6冊、文庫本は10冊入ります）
②ドアを閉じてスタートボタンを押します。
③30秒間お待ちください。（作動中にドアを開けても自
動的に止まります）
④除菌が終わったらドアを開け、本を取り出します。

より安心安全な図書館ライフを
～図書除菌機を設置しました～
より安心安全な図書館ライフを
～図書除菌機を設置しました～

※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。

1月12日（火）～2月26日（金）

図書除菌機 設置台

問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

　小鹿野町を含めた鉢形領の歴史研究をしている鉢形歴
史研究会主催、秩父歴史研究会共催による第4回調査研究
発表会が開催されます。
　平成28年度NHK大河ドラマ『真田丸』の時代考証を担
当した戦国史研究者である黒田基樹氏(駿河台大学教授)
による両神薄薬師堂と関わりの深い鉢形城主北条氏邦に
関する講演をはじめ、会員による研究報告や戸田派武甲流
薙刀術の演武など、戦国時代の秩父を知る貴重な機会で
す。どうぞご参加ください。

日時●2月23日（祝）10：00～16：30
場所●秩父宮記念市民会館・大ホールフォレスタ
費用●入場無料（資料代５００円）

　調査研究発表会
「古文書から見えてきた
　　北条氏邦の鉢形領を支えた人びと」
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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　

年始（1～3日）　月曜日（4日）
臨時休館（12日～）
土曜日（9・16・23・30日）　日曜日（10・17・24・31日）
月曜日（11日）    年始（1～3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

1月の
休館日



ははきぎほうせい

　新年あけましておめでとうご
ざいます。昨年は我慢の一年
でしたね。今年はコロナが終
息することを夢見つつ、明るく
楽しい一年になることを祈る

ばかりです。それにしても、この一年で世の中が大きく変
わってしまいました。リモート、オンラインは当たり前、マ
スクやアクリル板だけではない、目に見えない壁によっ
てふれあいという温もりも遮断されている気がします。
　さて、先日の外来での話です。いつも明るく笑顔で、で
もちょっと話の長いAさん。この日も前回の診察以降に
あった出来事をあれこれと話してくれます。だいぶ話を
聞きましたので、そろそろ診察を終わりにしようと思いは
じめたころ、身長の話になりました。「先生、私ね、若いと
きは160㎝あったのよ。でも背中が曲がっちゃって、こん
なに縮んじゃった」。チャンスです。「どれどれ、ちょっと
立って見せてください」と言って私も一緒に立ち上がり
ました。そのまま少しお話をし、「ではまた次回」と言い
かけたそのとき、「先生それでね」と再度椅子に座って
話しはじめました。ああぁ、振り出しに戻る…。あとは頷
きながらの共感タイム。その様子を見ていた看護師さ
ん、Aさんが出て行ったあと「コントみたいでしたね。忙
しいなかでしたけど癒されました」と笑っていました。だ
いぶ待たせてしまった次の患者さんのカルテを開きな
がらも、和やかな瞬間でした。
　話は変わって10月のとある日、電車の中で出くわし
たある家族が目に留まりました。ベビーカーに乗せられ
た2歳ぐらいの男の子。何があったかわかりませんが大
声で泣いています。疲れ切った表情で立っているお母
さんの横では澄まし顔の5歳ぐらいのお姉ちゃんが外
を見上げています。お父さんは懸命に男の子にスマホ
を見せて機嫌を取っていました。一駅ほど電車が走っ

たところで男の子は泣き止みましたが、どことなく疲れて
いるこの一家が、昨今のコロナ禍の騒動と重なって見
えました。早くこの状況をやり過ごしたい、けれどもどう
しようもない。どう耐えるのか…。
　ネガティブ・ケイパビリティという考え方があります。「答
えの出ない事態に耐える力」「不確実なものや未解決
のものを受容する能力」のことで、イギリスの詩人ジョ
ン・キーツが約200年前に作った言葉とされています
（参照：ネガティブ・ケイパビリティ　答えの出ない事態に
耐える力　帚木蓬生：朝日新聞出版）。現在は、今すぐ
答えを出すことに重きが置かれている風潮があります。
でも、実際はすぐに答えが出ず、解決できないことだらけ
です。そんな中、一人ではなく誰かと一緒に耐えること
で、乗り越える力になるかもしれません。つまり「共感」が
大事だとのこと。この不確かさ、答えの出ない問題に耐
える力、いま私たちに課せられているのかもしれません。

悪い時が過ぎれば、よい時は必ず来る
おしなべて、事を成す人は、必ず時の来るのを待つ
あせらずあわてず、静かに時の来るのを待つ

(松下幸之助：パナソニック創業者)

　先日受診されたはっちゃんが、今年の目標は「やる
気」「根気」「前向き」と言っていました。話の長いAさん
は、きっとこのコロナ禍において誰かに話を聞いてもら
いたかったのでしょう。そんな彼女に共感しつつ、どこと
なく疲れていた親子の、耐えながらやり過ごす力を祈り
つつ、皆さんと一緒に、時に「やる気」をもって、つらいと
きは解決しなくてもいいので「根気」でやりすごし、「前
向き」に、時が来るのを待ちましょう。
　今年一年もよろしくお願いします。

「やる気」「根気」「前向き」・・・　我慢の先に見えるもの

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

ドクター内田のひとりごと
思いつくまま気のむくまま 45

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

発熱したとき、どうしよう？発熱したとき、どうしよう？
院長　内田　望

休診
　発熱や咳など呼吸器症状等のある人は、午後2時から4時までの間、発熱
外来で対応いたします。
　必ず、事前にお電話（☎75-2332）いただき受診方法をご確認ください。
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、かかりつけ小児医療機
関や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
（２４時間対応）に電話などでご相談ください。

１２月２９日（火）～１月3日（日）
  １月１１日（祝）

休診日
休診日

変更
 眼科外来　水川Ｄｒ．　１月２日（土）→１月９日（土）

発熱外来

■休日在宅歯科当番医　
　 診療時間／10:00～13:00

1月1日
2日
3日
11日

野坂町
長瀞町
大野原
上町    

☎24-4182
☎66-3418
☎24-9669
☎22-0790

並木歯科医院
野上歯科医院
萩原歯科医院
平沼歯科医院

※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
1月7日(木)
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

1月9日
16日･23日
･30日
   
   

期日 医療機関 電話

☎23-0611   

☎62-6300
    
    

秩父市立病院

皆野病院

■平日夜間小児初期救急対応
曜日 医療機関 電話

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611

☎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
1月7日(木)
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

1月1日
   2日

3日

10日
11日
17日
24日
31日

1月1日
   2日

3日

10日
11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

山田
皆野町
小鹿野町
本町
横瀬町
小鹿野町
長瀞町
相生町
小鹿野町
大野原

☎21-7270
☎62-0039
☎75-2332
☎25-2711
☎24-0160
☎75-2332
☎66-1000
☎26-7001
☎75-2332
☎22-6122

金子クリニック(内･消内)
金子医院(内)
小鹿野中央病院(内)
あらいクリニック(小･内)
荒舩医院(内)
小鹿野中央病院(内)
長瀞医新クリニック(内･外)
あいおいクリニック(内･消内)
小鹿野中央病院(内)
石塚クリニック(内･呼)

診療時間／8:30～翌日の8:30

和泉町

桜木町

皆野町

桜木町
皆野町

桜木町

秩父病院

秩父市立病院

皆野病院 

秩父市立病院
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、秩父郡市医師会ホームページでもご確認できます。

※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

■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。

1月1日
   2日

3日

10日
11日
17日
24日
31日

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。

①かかりつけ医がいる人
●かかりつけ医に電話で相談　※医師の判断により別
の医療機関を紹介される場合もあります。
②かかりつけ医がいない人
●お近くの医療機関、又は、埼玉県ホームページに掲載
されている「埼玉県指定診療・検査医療機関」検索シ
ステムで、近隣の医療機関を探して電話で相談
※「埼玉県指定診療・検査医療機関」とは、新型コロナウ
イルス感染症とインフルエンザ両方の診療・検査を行う
ことができる医療機関です。埼玉県が医療機関を指定し
ホームページで公表しています。

　ホームページが見られない人は【埼玉県受診・相談セ
ンター】☎048-762-8026　FAX048-816-5801
問合せ●秩父郡市医師会☎２２-０５７０
　　　　秩父保健所☎２２-３８２４　
　　　　保健課☎７５-０１３５

休日急患当番医休日急患当番医
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町立病院だより・医療 広報 おがの
町 立 病 院 だ よ り



　風しんの追加的対策として、今まで接種機会のなかっ
た男性を対象にした、風しんの抗体検査と予防接種を無
料で受けられます。この機会にぜひ検査を受けましょう。
対象●昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生の男性
接種期間●令和4年3月31日まで
受け方●医療機関に予約をし、クーポン券と身分証明書
（免許証や保険証）を持参し、まず抗体検査を受けてくだ
さい。抗体検査の結果、十分な抗体がないと判断された
人は、再度、医療機関に予約をし、クーポン券と抗体価検
査結果を持参し予防接種を受けてください。ご不明な点
は保健課にお問い合わせください。

風しん抗体検査及び風しん
第5期定期予防接種はお済みですか
風しん抗体検査及び風しん
第5期定期予防接種はお済みですか　がんは早期発見・早期治療により、生存率が高まりま

す。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年よ
り定員を制限して実施します。
乳がん･子宮頸がん検診
日時●1月18日(月)12:30～14:00
場所●小鹿野文化センター
対象●20歳以上の町民　　定員●各検診30人
費用●乳がん検診1,200円、子宮頸がん検診800円　
※70歳以上は無料
申込●保健課に電話でお申し込みください。
※加入医療保険は関係ありませんが、年度に1度限りと
なります。（がん検診とセットでできる人間ドックの補助
申請や、個別がん検診の申し込みは常時受け付けてい
ます）

がん検診を受けましょうがん検診を受けましょうHm4

お知らせ
　保健課が主催する、健診や教室、講演会等は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。マスク着用でご参加ください。
また、当日は入口で体調確認や検温を実施しています。

　皆さんは、高血圧の基準値をご存じですか？最近は「家庭血圧」を重視するようになって
きました。健診や、病院の診察室で測定する血圧値だけではなく、普段生活している場で測
定する「家庭血圧」を測定し、記録を残しておくことで、高血圧の予防や治療に役立ちます。

高血圧の基準
診察室(血圧)　140/90mmHg
家庭(血圧)　　135/85mmHg
それぞれ、どちらか一方でも超える場合は
高血圧と診断されます。

家庭血圧の測定方法（1日2回測定）
●起床し排尿後に、1～2分安静にして測定
●就寝前に1～2分安静にして測定
　・椅子に腰掛けて測定しましょう。
　・毎回2回測定し、全て記録しておきます。

普段から、減塩に取り組んでいますか？
　高血圧の原因のひとつに、塩分の過剰摂取があり
ます。塩分は生命の維持に必要不可欠ですが、摂りす
ぎることで健康障害を引き起こす要因にもなります。
「しょうゆ」「塩」「味噌」等を減らすことも大切ですが、
調味料のひとつである「めんつゆ」「ポン酢」「浅漬けの

素」なども注意が必要です。『塩(しょうゆ)だけ減らす』
という、微妙な味付けの差し引きが難しい調味料は、
結果的に塩分の摂りすぎにつながることがあります。
簡単・便利な調味料ですが、使い方や量に気をつけて
美味しく減塩をしていきましょう。

平成21年～令和元年食塩摂取状況

国民健康栄養調査結果表を引用（P23図29-2）

一日の塩分摂取目標値
●男性7.5g未満
●女性6.5g未満
日本人の食事摂取基準2020年版

調味料を減塩するポイント
●めんつゆは「出汁」も使って量を減らす。
●ポン酢は「出汁」で割ったり、レモン汁やかぼす
汁などの酸味を加えて、使う量を減らす。

高血圧と減塩について、見直しましょう高血圧と減塩について、見直しましょう特集

　温かいおっきりこみを、麺から作ります。
日時●1月30日（土）10:00～12:30
場所●両神ふるさと総合会館・3階調理実習室　
対象●親子（お子さんは5歳以上）　　　　
定員●4組8人（申込順）
内容●おっきりこみ作り
費用●1人200円（材料代）（例：親1人と子1人の場合は
400円）

持ち物●エプロン、三角巾、タオル、マスク、飲み物、大き
めなお椀、お箸
申込●1月27日(水)までに両神公民館(☎79-1311)又
は保健課へお申し込みください。

おやこ郷土料理教室おやこ郷土料理教室

　保健課では、9月から健康講演会を開催しています。今回は、10月20日に開
催された講演会をご紹介します。
【テーマ】コロナを乗り越えるための健康づくり～運動習慣は丈夫な「ほね」を
つくる～
【講師】埼玉医科大学　保健医療学部　理学療法学科　教授　藤田博曉先生
【内容】骨や骨粗しょう症に対する知識と予防についてお話しいただきました。
コロナ禍においては運動不足（ロコモ）が問題となり、ロコモの背景には骨粗
しょう症が隠れています。骨粗しょう症対策としては「運動」「栄養」が重要にな
ります。骨に対しては自宅でできる運動で予防ができます。寒い時期ですが、
運動を実践していきましょう。

健康講演会を開催しました健康講演会を開催しました

　皆さん、普段からお口のケアを
実践していますか？正しいフレイル
の予防の口腔ケアについて学びま
しょう。
日時●1月19日(火)　
13:30～14:30
場所●小鹿野文化センター・大会
議室
内容●「フレイル予防の口腔ケア
（仮）」
みつはし歯科　院長　髙田直樹先生
定員●60人(申込順)
申込●1月15日(金)までにお申し
込みください。

健康講演会を
開催します
健康講演会を
開催します

骨に効果的な運動・栄養　※講演スライドより抜粋
●腹筋や背筋を使う体幹の筋トレ　　●片足立ちやスクワットの足を使う筋トレ
●1日20～30分のウォーキング
●1日3食で10食品群をバランス良く食べましょう

　高齢になり、また認知症状をもっていたとしても自分ら
しく自分の家で暮らす。地域で買い物をしたり美容院へ
いったり、馴染みの人たちと話をしたり･･･。そんな安心
した生活を見守り支援する「支えあいたすけあい協力店」
への登録を募集します。詳しくは1月末までに、地域包括
支援センターにご連絡ください。「支えあいたすけあい
協力店」を掲載した資源マップを配布予定です。

『支えあいたすけあい協力店』に
ご協力ください
『支えあいたすけあい協力店』に
ご協力ください 日時●1月25日（月）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。

献血献血

日時●1月14日(木)13：00～13：20
場所●児童館
対象児●令和2年5月～8月生まれ
持ち物●母子手帳・BCG予防接種予診票
申込●1月7日(木)までに電話でお申し込みください。

BCG予防接種BCG予防接種
日時●1月26日(火)13:00～13:45
場所●児童館
該当児●［1歳6か月児］令和元年6月～7月生まれ
［2歳児］平成30年10月～11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

1歳6か月・2歳児健診1歳6か月・2歳児健診

Hm1

Hm1

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。



■いきいき館利用のための初回講習会
　安全に自分に合った運動をするための講習会です。
　必ず予約をお願いします。予約がない人は初回講習会を
受講できません。
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90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。

1月の
　予約が必要な教室

※対象は全て20歳以上の町民
　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。

長寿筋力アップ
トレーニング
教室

バランス
ボール教室

①1/6(水)・20(水)
※20日は文化センター和室
②1/13(水)・27(水)
③1/7(木)・21(木)
④1/14(木)・28(木)

1/25(月)

 15:00～16:00

19:00～20:00

児童館

いきいき館

児童館

各回15人
運動のできる服装、
飲み物、バスタオル、
マスク

各回8人　運動のでき
る服装、飲み物、マスク

各回10人(3週間に1
回のみ参加可能)
体調確認シート、運
動のできる服装、飲
み物、タオル、マスク

ストレッチ体操、
筋力トレーニング、
ステップ体操

筋力トレーニング等
（トレーニング機器
は使いません）

大小のボールを
使用する運動

高精度体組成測定、
結果説明

高精度体組成測定と
骨密度測定、結果説明

ステップ体操

1/8(金)
1/15(金)
1/22(金)
1/29（金）

①9:30～10:30
②11:00～12:00
③14:30～15:30

いきいき館

18:00～20:00 いきいき館高精度体組成計
測定日

ヘルスアップ
教室

1/20(水)

10:00～11:00

いきいき館13:30～15:00

10人

8人

開催日 時間 場所 定員　持ち物 内容

Hm1

■いきいき館開放日
　初回講習会に参加した人は、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。
※初回講習を受講していない人は利用できません。

申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

　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。
日時●１月15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。1月１3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？

　音楽や運動で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●1月7日(木)、21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●1月19日(火)10:00～11:00
場所●児童館
対象●認知症の人を介護する家族

認知症家族会認知症家族会

Hm1

　認知症の人や家族が気軽に出かけられ、地域の皆さん
との交流を深める場です。
日時●1月12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」

Hm1

1/14(木)・22(金)
（いずれか1日の参加）

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●1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
■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●①1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
日時●1月5日(火)13：30～
相談員●公認心理士
※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●1月13日(水)18：00～20：00
相談員●近藤須美子さん
　　　　髙橋　聡さん
　　　　齋藤　維さん
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●1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●2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・不登校でお悩みのご本人、
ご家族からの相談をお受けします。
ひきこもりの原因や解決策はさまざ
まです。一緒に考えていきますので、
ご相談ください。
日時●1月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●1月21日(木)、25日(月)　
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。

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。

※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。

☎0570-783-770
（24時間受付）
保健医療部保健医療政策課
FAX048-830-4808
秩父保健所FAX22-2798

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

無料相談 広報 おがの広報 おがの 保健・福祉
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令和2年度秩父税務署管内国税モニター会主催
税に関する中学生の標語受賞作品
（小鹿野町受賞者）

令和2年度秩父税務署管内国税モニター会主催
税に関する中学生の標語受賞作品
（小鹿野町受賞者）

　上記の受賞作品及び「税に関する中学生の標語」受賞
作品を、小鹿野文化センターエントランスにて展示しま
す。ぜひ、ご覧ください。
展示期間●1月18日(月)～31日(日)

「税についての作文」
受賞おめでとうございます
「税についての作文」
受賞おめでとうございます

令和2年度防犯ポスターコンクールにおいて、
小鹿野警察署管内の学校の児童・生徒が最優秀賞と佳作を受賞しました

令和2年度防犯ポスターコンクールにおいて、
小鹿野警察署管内の学校の児童・生徒が最優秀賞と佳作を受賞しました

　１１月１４日、現小鹿野町議会議長の黒澤光司さんが、
埼玉県知事から地方自治功労者として表彰されました。
　この度の表彰は、平成１６年１１月から令和２年１１月ま
での約１６年間、小鹿野町議会議員として、小鹿野町の発
展伸長にご尽力された功績によるものです。
　この間、各常任委員会の中枢にあって活躍するととも
に、平成１９年１１月から小鹿野町議会副議長に就任され
ました。平成２０年１２月から１１カ月間及び、平成２９年１１
月から現在まで小鹿野町議会議長として円滑な議会運
営と住民福祉の向上に多大な貢献をされています。

　下小鹿野の元小鹿野町議会議員・浅見俊一さんが旭
日単光章を受章されました。
　浅見さんは、昭和６３年１１月から平成１６年１０月までの
４期１６年にわたり、小鹿野町議会議員として、地方自治
の発展伸長に多大な貢献をされました。
　この間、小鹿野町議会文化厚生常任委員会委員長、小
鹿野町議会副議長等の要職を歴任するとともに、平成
11年11月に小鹿野町議会議長に就任され、円滑な議会
運営と地域の発展に寄与されました。
　また、小鹿野町農業委員会委員、小鹿野町監査委員を
在任され、農業振興や、行政事務の改善にもご尽力され
ました。

おめでとうございますおめでとうございます受章
受賞

埼玉県知事表彰　黒澤光司さん旭日単光章　浅見俊一さん

◆埼玉県知事賞
　小鹿野中学校2年　浅見 創さん
　『納税という　種で咲かせる　豊かな社会』

◆小鹿野町長賞
　小鹿野中学校3年　長又嶺桜さん
　『学校交番救急車　みんなの税が　生きている』

◆小鹿野町教育長賞
　小鹿野中学校2年　坂本愛佳さん
　『惜しみません!!　現在と未来を　繋ぐ税』

◆秩父地区納税貯蓄組合連合会　佳作
　『税と共に暮らす』
　小鹿野中学校3年　篠田珠里さん

　小鹿野町教育委員会委員として長年ご尽力いただい
た飯田の齊藤榮一さんへ町から表彰状を贈りました。
　齊藤さんは、在任期間１２年もの多年にわたり、教育推
進のために尽くされました。

　小鹿野町固定資産評価審査委員会委員として長年ご
尽力いただいた三山の高橋章さんへ町から表彰状を贈
りました。
　高橋さんは、在任期間１５年もの多年にわたり、地方自
治の発展伸長に尽くされました。

町から表彰状を贈りました町から表彰状を贈りました

小鹿野小学校3年生　
加藤  翔さん

小鹿野高等学校2年生　
坂本桃花さん

両神小学校5年生　
荒木くるみさん

小鹿野小学校4年生
加藤そらさん

　戸締まりや乗り物の施錠などを忘れずに行い、
犯罪のない安心安全な街を作りましょう。
問合せ●小鹿野警察署生活安全課☎75-0110

最
優
秀
賞

佳
作
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10月
３０日 下小鹿野

般若
11月
９日

ご出産おめでとうございます。
《11月中の同意書届出（　）は保護者・敬称略》

お悔やみ申し上げます。
《11月中の同意書届出・敬称略》

祝 悼祝 悼

原　久夫（７９)

9月
２７日 河原沢伊部 博惠（９６)

11月
２日
１２日
１３日

下小鹿野
両神薄
下小鹿野
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祝 百歳 おめでとうございます
大
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花岡　柚（和尚）

長留
10月
２７日

  なお

豊田 奈央（卓央）

小鹿野

フォトニュース
小鹿野

フォトニュース
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両腕と身体を縮こませ、両手
拳を上に向けて左右に震わせ
ます。この表現には「冬」「冷た
い」の意味もあります。

　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.sa
kura.ne.jp/video/smi.php

簡単な手話を覚えましょう【第２８回】簡単な手話を覚えましょう【第２８回】

品川　正（８０)
原　ヒサ（９４)
関根 道廣（７１)

寒
い

小鹿野町出身の藤元雄太さんが
伝統ある早慶戦に出場しました
小鹿野町出身の藤元雄太さんが
伝統ある早慶戦に出場しました

　小鹿野町出身で慶応大学4年生の藤
元雄太さんが伝統ある東京6大学の早
慶戦に出場しました。
　2020年の春季リーグでは、10月のプ
ロ野球ドラフト会議で東北楽天イーグ
ルス外3球団から1位指名を受けた早稲
田大学の早川投手からホームランを放
つ見事な活躍を見せてくれました。

　藤元さんは、小鹿野カージナルスJr.で野球を始め、小鹿野中学校時代は
秩父リトルシニアでプレーし、日本リトルシニア中学硬式野球の日本代表
チームにも選抜されました。
　その後、親元を離れ慶応義塾高校(神奈川県)を経て、慶応義塾大学へ進
学しました。卒業後は、九州三菱自動車への就職が内定し、都市対抗野球
大会への出場を目指します。
　今後の益々のご活躍を期待します。

　11月21日(土)に親子でさつまいも
掘りを楽しみました。大きいさつまい
もを大人も子どもも一生懸命掘りま
した。秋になり、散歩では山へ探検に
行って楽しんでいます。

ひまわり保育園よりひまわり保育園より

　11月13日にNPO法人森から小鹿野
町へ木製ベンチを寄贈していただきま
した。いただいたベンチは、小鹿野庁舎
に設置しましたので、ご利用ください。

寄贈
ありがとうございます
寄贈
ありがとうございます

こじか筋力体操
ボランティア養成講座修了式　
11/17（いきいき館）

三田川小学校子供歌舞伎発表会
12/5
（三田川小学校）（＝表紙関連）

小鹿野子ども歌舞伎
発表会　12/6
(観光交流館)
（＝表紙関連)
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ちちぶ雇用活性化協議会
からのお知らせ

募  集

案  内

　当校では、就職に必要な知識や技能を
習得していただくための実技を中心とし
た職業訓練を実施しています。

募集期間　
①電気設備管理科(1年)1月6日(水)～
22日(金)
②介護サービス科(6カ月)1月6日(水)～
2月5日(金)
募集定員　各科20人
選考　①1月27日(水)学科、面接　
②2月10日(水)面接
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月入校生募集

　ちちぶ雇用活性化協議会では、10月1
日より、厚生労働省からの委託を受けた2
事業（地域雇用活性化推進事業、生涯現
役促進地域連携事業）への取組を開始し
ています。協議会が行うセミナーや事業
は全て無料です。ぜひ、ご参加ください。
●ビジネスITセミナー開催(全4回)
　Word・Excelの基礎と応用を組み合
わせ、職場で実践できるスキルを習得す
るセミナーを開催します。
日時　2月2日(火)、9日(火)、15日(月)、

22日(月)いずれも9：00～16：00
場所　熊谷高等技術専門校秩父分校
講師　田島優介氏
対象　秩父地域求職者
費用　無料　定員　20人
●シニア活躍支援セミナー開催
　シニア世代の雇用に取り組む企業が増
える中で再就職に向けての「体力づくり」
と「資産管理」について専門家がわかりや
すく解説します。
日時　①2月3日(水)　②2月10日(水)両
日とも14：00～16：00
場所　長瀞町中央公民館
テーマ　①元気に働くための27の習慣
②上手な年金の貰い方と賢い働き方
講師　①薬剤師／栄養学博士　宇田川
久美子氏　②田中年金総合研究所　田
中正己氏
対象　秩父地域内に在住在勤の概ね55
歳以上の人(求職中の人も受講可能です)
費用　無料　定員　各日20人
●インターンシップ受け入れセミナー開
催(全2回)
　UIJターン希望者に対する短期イン
ターンシップの受け入れについての手法
やPR方法を習得するためのセミナーを
開催します。
日時　2月4日(木)、12日(金)両日とも
13：30～15：30
場所　秩父地域地場産業振興センター
講師　小澤明人氏
対象　秩父地域事業主及び従業員、創業
希望者
費用　無料　定員　各日20人
※マスク着用のうえ、筆記用具を持参く
ださい。
申込＆問合　ちちぶ雇用活性化協議会
☎26-7691

　放送大学は、4月入学生を募集します。
　10代から90代の幅広い世代、約9万人
の学生が、大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなど、様々な目的で学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自
然科学など、約300の幅広い授業科目が
あり、1科目から学ぶことができます。
出願期間　第1回が2月28日(日)まで、
第2回は3月16日(火)まで
※資料を無料で差し上げています。
資料請求＆問合　放送大学埼玉学習セ
ンター☎048-650-2611

放送大学4月入学生募集

　110番は、犯罪や事故に遭ったときや
目撃したときに使う緊急通報専用電話で
す。
　110番の全体の約2割が緊急性のない
各種照会・間違い・いたずらです。必要な
人が利用できるようにするため、110番
の適正な利用にご協力をお願いします。
　110番通報では、GPS機能を利用して
通報者の位置情報把握に努めているの
で、山で遭難した場合にも有効で、救助活
動に役立ちます。ただし、山は電波が届か
ない所が多いのでご注意ください。
　相談や手続きの問い合わせなどは、警
察相談専用電話「＃9110」(＃9110が利用
できない電話機からは048-822-9110)
もしくは最寄りの警察署までお問い合わ
せください。
１ いち早く 　１ いそがず慌てず 　
０ 冷静に
悩むよりかけて安心＃9110
問合　小鹿野警察署地域課☎75-0110

1月10日は「110番の日」です

　埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉
県内に在住する交通遺児等を対象に援
護金を給付しています。
　交通遺児等とは、交通事故(陸海空全
ての交通機関の運行により生じた事故)
により死亡又は重い障害を負った保護者
に養育されている、平成14年4月2日以
降に生まれた乳幼児並びに児童・生徒を
いいます。
　なお、給付には一定の所得制限があり
ます。
給付額　子ども1人につき10万円
給付時期　5月上旬※4月末までに給付
決定通知書を送付します。
提出期限　1月29日(金)まで
提出先　みずほ信託銀行浦和支店へ郵
送又は持参してください。(さいたま市浦
和区高砂2-6-18)☎048-822-0191
※申請書は小鹿野庁舎・住民生活課にあ
ります。
問合　埼玉県防犯・交通安全課
☎048-830-2958

交通事故被害者のご家族へ
援護金を給付します

●0歳児からのママと楽しむ森のようちえん
日時　1月13日(水)10:30～14:00
場所　花の森こども園(秩父市下吉田
7114-3)※引っ越しました！
内容　冬をまるごと遊ぶ
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）
申込＆問合　認定NPO法人森のECHICA
花の森こども園☎62-6828(平日10:00
～16:00)※事前にお申し込みください。

　1年間の集大成であり、3年生にとって
は高校生活の締めくくりとなる公演です。
今年で41回を数え、これほど長く自主公
演を継続している演劇部は、全国でも他
に例がありません。どうぞお楽しみくださ
い。

秩父農工科学高等学校演劇部
第41回自主公演

　国民宿舎両神荘は下記の期間、館内清
掃及び点検のため、臨時休館とさせてい
ただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。なお、休館
期間中も、電話予約(9:00～17:00)とレ
ンタサイクル貸出(9:00～17:00)は受け
付けています。
休館期間　1月6日(水)10:00～9日(土)
11:30　2月3日(水)10:00～5日(金)
11:30
問合せ　国民宿舎両神荘☎79-1221

国民宿舎両神荘
臨時休館のお知らせ

　労働保険料(労災保険・雇用保険)の第
3期分の納期限は2月1日(月)です。
　納付書は、納期限の10日前頃に該当
事業所へ郵送します。また、保険料納付に
ついては、口座振替が便利です。申込手
続きについて詳しくは、厚生労働省又は
埼玉労働局のホームページをご覧くださ
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
労働保険のお知らせ

日時　1月19日(火)13:00～16:00(受
付12:00～15:30）
場所　大宮ソニックシティビル・市民ホー
ル(予約不要、入退場自由)
対象　令和3年3月大学・短大・専門学校
卒業予定の人、3年以内の既卒の人
その他　求人企業情報を来場者全員に
配布。履歴書を複数枚お持ちください。
（当日会場でコピー可）参加企業は1月上
旬に雇用対策協議会ホームページに掲
載予定。
問合　埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185
http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/

求人企業合同説明会
～県内企業多数参加予定です
採用担当者と直接話してみましょう～

●ウマとのふれあいコーナー
日時　1月10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　※申込不要
●みどりの村冬の山歩き（ずばり野鳥観
察ですツアー）
日時　1月24日(日)10：00～13：00
場所　みどりの村　子供の広場
費用　無料　定員　20人(抽選)
締切　1月8日(金)必着
●プリザーブドフラワー・ハーバリウム教室
日時　2月21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　2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。
みどりの村管理事務所　〒368-0101秩
父郡小鹿野町下小鹿町27
☎0494-75-3441
http://www.midorino-mura.com/

みどりの村イベント

●自衛官候補生(令和3年3･4月入隊)
試験期日　①1月22日(金)、23日(土)の
どちらか1日　②2月14日(日)、15日(月)
のどちらか1日　③3月4日(木)
受付締切　①1月14日(木)　②2月8日
(月)　③3月1日(月)
応募資格　18歳以上33歳未満の男女
※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

●みそ作り体験
日時　2月21日(日)10:00～13:00
内容　県産大豆を使用した「みそ」作り体験
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
費用　2,000円／人(昼食付き)
定員　10人（申込順）
締切　2月14日(日)
申込＆問合　電話でお申し込みください。
彩の国ふれあいの森　埼玉県森林科学
館☎56-0026

彩の国ふれあいの森のイベント

イ ベ ン ト

※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。

日時　1月24日(日)10:00～16:00
☎0120-052-088
※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

全国一斉「生活保護相談会」

日時　2月7日(日)
【昼の部】11:00～(開場10:30～)
【夕の部】16:00～(開場15:30～)
場所　秩父宮記念市民会館
演目　ダブリンの鐘つきカビ人間(後藤
ひろひと／原作、コイケユタカ／潤色)、
空が落ちてくる(コイケユタカ／作)
入場料　前売り及び電話予約500円、当
日700円
問合　秩父農工科学高等学校演劇部
☎22-3017
※夜間の場合☎24-0889(小池まで)

花の森こども園からのお知らせ

●ベビーマッサージ講座
日時　1月19日、2月16日、3月16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☎62-6827(平日10:00
～16:00)
●はらいっぱい食堂
日時　1月8日(どんぶり祭り 海鮮丼限定
50食)、22日、29日、2月5日、12日、26日、
3月5日、26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。どなた
でも大歓迎。
費用　大人500円～(ドネーション制)、こ
ども無料
問合　ゆいっこ☎26-6827（平日10:00
～16:00）

　埼玉司法書士会の「女性のための女性
司法書士による無料電話相談会」が開催
されます。
日時　1月16日(土)10:00～16:00
☎048-872-8055(相談日のみ通話可
能)※通話料については相談者の負担と
なります。
問合　埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

女性のための女性司法書士に
よる無料電話相談会
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