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今月の納税

小鹿野町

生 活 カ レンダ ー

月

固定資産税
国民健康保険税
介護保険料

第4期
第8期
第8期

納期は3月1日(月)です。

［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

人権標語 ●
﹃みつけよう みんなとわたしの いいところ﹄小鹿野小学校

1/31
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SUN

MON

2/1

北方領土の日

★図書館休館日

2

節分

TUE

WED

THU

4

FRI

5

▲開放
■日中開放
◎こころの悩み
何でも相談

▲豆まき会

▲よちよちてくてく
☆なかよしキッズ
●長寿筋トレ
■夜間開放

▲発育測定
■日中開放
■長寿筋トレ

▲開放（栄養相談）
▲すくすく
（離乳食相談）

★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

84

9

10

▲開放
■日中開放
◎ひきこもり相談

▲じゃんぷ
◆オレンジカフェ
「笑顔」
◎認知症相談日

▲絵本読み聞かせ
講座
●長寿筋トレ
■夜間開放

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

14

15

16

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

▲開放
■日中開放

橋本
陽 令(和２年度優秀作品

21

22

★図書館休館日

★図書館休館日

28

3

立春

▲開放
●子育てこころの
相談
■ヘルスアップ教室
■日中開放

3/1

春季全国火災
予防運動

▲開放
■日中開放

▲開放
●キッズサロン

23

天皇誕生日

★図書館休館日

2

▲開放

17

▲育児相談
■長寿筋トレ
■体組成測定
■夜間開放

11

建国記念の日

雨水

★図書館休館日

19

20

★図書館休館日

★図書館休館日

▲開放
▲すくすく
（赤ちゃん
とのかかわり方）
●3歳児健診
■ステップ体操

▲開放
●産後ママの
ストレッチ教室
●長寿筋トレ
■夜間開放

☆おはなしひろば
▲親子のびのび体操 ▲開放
▲すくすく
●乳児健診
（ふれあい遊び）
■日中開放
●バランスボール教室
■長寿筋トレ
■ステップ体操

★図書館休館日

★図書館休館日

3

ひな祭り

▲ひなまつり会
●長寿筋トレ
■夜間開放

4

▲発育測定
■日中開放
■長寿筋トレ

26

月

27

★図書館休館日

5

2
185号

★図書館休館日

★図書館休館日

25

花と
歌 舞 伎と
名 水 のまち

2021

13

▲開放
☆なかよしキッズ
●バランスボール教室
◆バンビちゃんの会
◎こころの悩み何でも相談
■日中開放
■郷土料理教室
■長寿筋トレ
★図書館休館日

24

広報おがの

★図書館休館日

旧元日

▲開放
▲すくすく
（発育相談・計測）
■ステップ体操
●お茶会・交流会

★図書館休館日

18

12

6

SAT

環境保護のため︑
合併処理浄化槽設置にご協力ください！

2021

6

啓蟄

▲開放
★おやこ郷土料理
▲すくすく
（発育相談
教室
・計測）
■ステップ体操

)
★図書館休館日

戸籍の窓

※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。

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）
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。

2021（令和3年）NO.185 広報おがの／令和3年2月1日発行
34

合角ダム貯水量状況
（令和3年1月15日現在）

貯水位
貯水量
貯水率

327.93ｍ
10,211,000㎥
99.6％

非洪水期：10月〜6月
総貯水量：10,250,000㎥

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 https://www.town.ogano.lg.jp/ ogano@town.ogano.lg.jp

小鹿野町成人式 1/10
今年度の成人式は新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため入場時の検温、消毒、マスク着用、座席間隔の確保等
の対策を徹底し開催しました。
また、緊急事態宣言が発令さ
れたことに伴い、新成人ご本人以外の会場への入場もお断
りさせていただきました。

CONTENTS

【世帯数】4,658世帯
【総人口】11,214人【男性】5,577人【女性】5,637人
12月中の異動 出生2人/死亡18人/転入13人/転出13人
1月1日現在

小鹿野町成人式

2

information

４

無料相談

27

子育て支援

18

学校教育だより

28

図書館だより

20

みんなの広場

31

病院だより・医療

22

情報版

33

保健・福祉
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小鹿野･倉尾地区

Pick Up!
町 政

町 政

Pick Up!

成人者代表のことば

（抜粋）

『生まれ育った小鹿野町で

出会った人たちとの繋がりに
誇りを持ち、今まで積み重ね

てきた叡智を生かして責任あ

る社会人として行動していき
たい』
と心強い言葉をいただ

あんな
こと

祝

ご 成 人おめでとうございます
109人が成人式を迎えました

長若・三田川・両神地区

きました。

大場北斗さん

（小鹿野）

こんな
こと

新成人が生まれた年

（2000年4月〜2001年3月）

新500円硬貨発行
シドニーオリンピック女子フルマラソンで高橋尚子
さんが当時の五輪最高記録で金メダル獲得
BSデジタル放送開始
2000年の新語･流行語大賞に
『おっはー』
『 IT革命』
NHK大河ドラマ『葵 徳川三代』
音楽CD年間トップ『TSUNAMI』／サザンオールス
ターズ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
（USJ）
が開園

小鹿野町観光大使からのメッセージ
1月10日
（日）
、小鹿野文化センターに
おいて、小鹿野町成人式が行われ、華や
かな振袖やスーツ、紋付き袴に身を包ん
だ新成人109人(出席者93人)が、新た
な門出を迎えました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、残念ながらマスク越しでの友人
との再会となりましたが、久しぶりの再
会に思い出話や写真撮影を楽しんでい

2

ました。
広報 おがの

2月号

山口良一さんからの応援メッセージ

今年の成人式も昨年に引き続き2部構成で行
われ、第1部では式典行事を、第2部では恩師か
らの祝電やビデオメッセージが披露されました。
1部司会 多比羅凌雅さん

令和3年成人式対象者

地区別
小鹿野
倉尾
長若
三田川
両神
合計

男
33
1
6
6
11
57

女
23
2
8
7
12
52

計
56
3
14
13
23
109

平山ユージさんからの応援メッセージ

2部司会 加藤彪雅さん
運営スタッフ代表 浅見好朗さん
広報 おがの

2月号
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広報 おがの

インフォメーション

インフォメーション

町外から転入された人の住宅取得に奨励金を交付します

（小鹿野町定住促進奨励金制度）
町では、転入の促進と住宅建築による地域経済の活性

受付期間

化を目的として、一定の要件に該当される転入者が町内

必要書類

に自身が居住する家屋を新築又は購入(中古住宅を除く)

①奨励金交付申請書

した場合に奨励金を交付します。

②固定資産税の納税証明書

対象

③家屋公課証明書

次の要件をすべて満たす人

小鹿野町に転入するまで、町外に継続して5年以上居
住していること。

2月15日(月)〜3月15日(月)

④戸籍の附票の写し
⑤家屋の登記簿謄本

平成31年1月から令和元年12月までに自身が居住す
る家屋を新築又は購入していること。
住民登録後2年以内に家屋を取得した又は家屋取得
後に住民登録をしていること。
マイホーム取得奨励金の交付を受けていないこと。
※昨年度、定住促進奨励金の交付を受け、交付期間が満
取得した家屋に課税された固定資産税に相

※交付申請書は、総合政策課で配布するほか、町ホーム
ページからもダウンロードできます。
申込＆問合せ

小鹿野庁舎・総合政策課
☎75-1238

メール

machi@town.ogano.lg.jp

当する額
交付期間

交付初年度から5年間(町外業者が建築した

場合は2年間)

令和2年度移住支援金申請期限について
令和2年度の移住支援金申請期限は、2月17日
（水）
ま

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村

でとなります。活用を予定されている人は、期限内の申

交付要件

次に掲げる事項のすべてに該当する必要が

請をお願いします。

あります。

移住支援金とは･･･
東京23区等から一定の条件で本町に移住して就業又
は起業した人に、単身者は60万円、2人以上の世帯は
100万円を交付する制度です。
対象

次の①、②両方に該当する人です。

移住支援金の申請時において移住後3カ月以上1年以
内であること。

応募期限

おがのこども園勤務）

※応募者が少ない場合は、期限を延長します。

募集人員

選考方法

4人

採用予定時期

に在住又は東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)に

交付を受けた人

応募書類

履歴書、ハローワーク紹介状、資格証明書の

写し

小鹿野町公共施設等個別施設計画（案）に対するご意見を募集します

町では、公共施設の個別施設計画の策定を進めてい

小鹿野庁舎町政情報コーナー、両神庁舎おもてなし課

ます。計画をよりよいものにするために、町民の皆さんか

窓口、町立図書館(両神ふるさと総合会館)、保健福祉

らのご意見を募集します。

センター窓口での閲覧

意見の募集期間
策定概要

電話など口頭によるご意見の受け付けやご意見に対

提出方法

する個別の回答は行いません。

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

いただいたご意見は、計画策定の参考とさせていただ

見を記入し、郵送･持参･FAX・メールをするか、町ホーム

き、
ご意見の概要や町の考え方は、町ホームページ等

ページ内の
「お問い合わせ」
フォームから送信してくださ

により公表します。

い。なお、送信する際の件名は
「小鹿野町公共施設等個

公表内容からは、個人情報を除きます。

別施設計画
（案）
に対する意見」
としてください。

ご意見等をまとめるため、必要に応じて抜粋や要約を

計画案の公表方法

行うことがあります。

町ホームページへの掲載

応募＆問合せ

トップ画面 ＞ 町政情報 ＞ 広聴・広報・統計 ＞ パブリッ

野町小鹿野89番地

クコメントの募集・結果

☎75-1221

募集期間

特定公共賃貸住宅松坂団地

募集戸数

1戸(抽選)

募集戸数

1戸(抽選)

木造2階建3LDK 72.86㎡

物件構造

木造2階建 3LDK 92.74㎡

区内に通勤をしていたこと。

※本事業は事業費の３／４を埼玉県からの補助金を受け

西約200ｍ）

※該当する1都2県であっても下記条件不利地域を除く

て実施しています。

条件不利地域

申込＆問合せ

東京都

メール

は東京都、千葉県及び神奈川県に在住し、かつ、東京23

房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
広報 おがの

2月号

小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

machi@town.ogano.lg.jp

両神庁舎・建設課☎79-1204

町営住宅美屋団地
物件構造

館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南

FAX75-2819

2月5日(金)〜19日(金)

申込＆問合せ

町ホームページをご覧ください。→

千葉県

小鹿野庁舎・総務課 〒368-0192小鹿

町営住宅等の入居者を募集します

②移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又

皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

ご意見は、
日本語に限ります。

画にあたる公共施設の個別施設計画の策定

より詳しい要件については

秩父市、飯能市、本庄市、
ときがわ町、横瀬町、

その他

2月1日
（月）
〜3月2日(火)

小鹿野町公共施設等総合管理計画の下位計

※該当する1都3県であっても下記条件不利地域を除く

埼玉県

小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
☎75-4101

各都道府県がマッチングサイトに移住支援金の対象と
して、掲載する求人に新規就業した人又は起業支援金の

津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

問合せ

面接による選考

ご相談ください。

継続して居住する意思を有していること。

①移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神

令和3年4月〜※採用時期については、

2月26日
（金）

移住した市町村に移住支援金の申請日から5年以上、

在住し、東京23区に通勤をしていたこと。

4

募集職種（勤務先） 保育士、保育教諭
（おがの保育所・

※昨年に引き続き交付申請をする人は、上記の①②③の

了していない人も対象となります。
奨励金額

会計年度任用職員（フルタイム）を募集します

⑥家屋の建築請負契約書の写し又は売買契約書の写し
みご用意ください。

広報 おがの

所在地
家賃

小鹿野町小鹿野1278番地(やすらぎの丘公園

所得により決定

駐車場

所在地
家賃

小鹿野町飯田606番地(松坂信号東約50ｍ）

敷金

家賃の3カ月分

2,500円/台(月額)

入居資格

50,000円

駐車場

敷金

家賃の3カ月分

2,500円/台(月額)

入居資格
町内に住所又は勤務場所を有すること。

現に同居し、又は同居する親族がいること。

現に同居し、又は同居する親族がいること。

所得月額が扶養控除後15万8,000円以下であること。

所得月額が扶養控除後15万8,000円以上であること。

自ら居住するための住宅を必要としていること。

自ら居住するための住宅を必要としていること。

申込者本人を含む同居世帯の全員が暴力団員でない

申込者本人を含む同居世帯の全員が暴力団員でない

こと。
国・地方税を滞納していないこと。

こと。
国・地方税を滞納していないこと。
広報 おがの

2月号
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広報 おがの

インフォメーション

インフォメーション

こんにちは。
町長です。

頑張ろう！小鹿野町！ 最大20%戻ってくるキャンペーン

小鹿野町は
「PayPay」
との連携キャンペーンを２月も継
続します。
対象期間 2月1日(月)〜28日(日)
内容 町内対象店舗で対象期間中に、
キャッシュレス決済
サービス
「PayPay」
で決済すると、最大20%のPayPay
ボーナスを付与します。
対象店舗 小鹿野町内のPayPay加盟店のうち中小規模
事業者が対象です。
※病院・調剤薬局・大手チェーン店等を除く
条件 PayPayの支払い方法設定時に、PayPay残高、ヤ
フーカード又はPayPayあと払い
（一括のみ）
を設定して

行った決済が条件です。
付与上限 3,000円相当/回 30,000円相当/期間
※１月までのキャンペーンでPayPayボーナス付与があっ
ても、再度上限30,000円までPayPayボーナスが付与さ
れます。
問合せ 両神庁舎・おもてなし課☎79-1100
西秩父商工会☎75-1381
PayPayカスタマーサポート窓口0120-990-634
※
「PayPay」
の使い方がわからない場合もお問い合わせ
ください。

令和３・４年度 小鹿野町競争入札参加者の資格登録に関するお知らせ
小鹿野町の入札に参加意向がある事業所は、町に対す
る入札参加者の資格登録が必要です。
この度、埼玉県電子入札共同システムに未登録の町内
事業所に限り、下記により町独自の入札参加資格登録を
行いますので、希望される場合は申請書類を提出してく
ださい。
対象業務
①物品調達等・業務委託
②建設工事／設計・調査・測量／土木施設維持管理
②に関する入札は、電子入札を主軸に開催します。つきま
しては、埼玉県電子入札共同システムの追加登録期間
に、共同窓口に対する参加資格の登録をお願いします。
受付期間 ２月１日
（月）
〜３月５日
（金）
※土・日・祝日を除く
提出方法 郵送又はメール便
（持参可）
提出先 〒368-0192小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野町総合政策課
（役場小鹿野庁舎２階）
提出部数 １部

ごみ収集中の火災が多発しています!!

令和2年11月から12月にかけて、秩父広域管内で不燃
ごみ収集中に収集車両火災が続けて3件発生しました。
いずれの場合も収集員によりすぐに消し止められ大事に
は至りませんでしたが、一歩間違えれば大変危険なケー
スでした。
収集された不燃ごみから中身の残ったスプレー缶やガ
スボンベが確認され、
これが火災原因とみられています。
火災など収集中の事故は、付近の住民や通行人、収集員
にとって大変危険なだけではなく、ごみの収集や処理に
影響が出ます。
適正な排出について再度ご確認をいただき、円滑で安
全にごみ収集が行えるようご協力をお願いします。
問合せ 秩父広域市町村圏組合☎24-8050
小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170
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（町内事業所向け）

申請書様式等 町ホームページからダウンロードしてく
ださい。
https://www.town.ogano.lg.jp/industry-bid-busin
ess/bid-information/
登録期間 令和3年４月１日〜令和５年３月３１日
留意事項
既に埼玉県電子入札共同システムから登録申請を済ま
せた場合は、申請の必要はありません。
今回の入札参加資格登録申請では、電子入札 への参
加はできません。
詳しくは町ホームページをご覧ください。
「小規模事業者登録」
の更新及び新規申請は、
３月１日
（月）
から随時受け付けます。
（ 詳しくは３月号広報に掲載
を予定）
問合せ 小鹿野庁舎・総合政策課☎７５-４１９６

Letʻs Try ボルダリング

VOL.18
〜クライミングによる
まちおこし〜
２月はValentine
２月14日
（日）
は、
「バレンタインデー」
です。
神怡舘では、当日ご利用のお客様に、かわいい
お菓子のプレゼントを用意しています。
お楽しみに！
なお、数に限りがあり
ますので、お早めにお出
かけください。

問合せ クライミングパーク神怡舘☎26-7805

広報 おがの

地域資源を活用した起業について

今、小鹿野町では、新しいビ
ジネスの立ち上げに挑戦してい

（駐車場部分）
をお貸しして、現在醸造所建設に取り掛
かっていただいております。

る人がいます。その人は、地域

小鹿野町にある資源を活用して新しい商品を開発

おこし協力隊として町に移住し

する素晴らしい取り組みであります。また、
お二人のす

た工藤エレナさんと、
ご主人宏

ごいところはマーケティング戦略をしっかり立て、需要

樹さんのお二人です。

開拓や販売ルートなどの計画を樹立されているところ

エレナさんはロシア生まれで小さいときに父親の仕
事の関係で福島県会津地方に移り、それ以降は日本

です。町としてもこのような新しい試みをしっかりサポー
トしてまいりたいと存じます。

に住まわれ東京でIT関係の仕事などをされていました。

コロナ禍の時代で、東京一極集中から分散型国土

その後、
ご主人と結婚され小鹿野町の地域おこし協力

形成、地方の活性化がより一層叫ばれており、若者や

隊員に応募し、移住されました。町の協力隊員としては、

都市住民の地方回帰の流れや、
テレワークやワーケー

町の魅力発信事業や移住関係の仕事に取り組む傍ら、

ションなどの働き方改革が定着してきております。

小鹿野町で採れるはちみつや、倉尾地区にある毘沙

そのような中で、若い人の地方への回帰で一番問

門水を利用して「はちみつ酒（ミード）」醸造事業に取り

題となるのは、働く場の確保ではないかと思いますが、

組んでいます。

エレナさんご夫妻のように起業して働く場を自ら作る人

「ミード」というはちみつが原料の醸造酒は、
ビール

も増えてくると思います。特に、今の時代は家に居なが

やワインに並んで世界最古といわれており、ハネムーン

ら仕事が出来る時代になってきておりますので、住む場

（honeymoon）
の語源ともなっている縁起の良いお酒

所等がうまく確保できれば移住もしやすくなると存じま

であるとのことです。
日本ではまだあまりなじみがないお

す。それには、空き家バンクの活用や宅地の確保など

酒ですが、
これから新しい需要が開拓できるものとして

も重要な課題となってきます。そして何より大切なのは

期待されています。今、試作を会津若松にある日本酒

町が住む人にとって安心して住みよいかどうかという

醸造所にお願いして行っているとのことです。私も試作

点であると考えます。

品を試飲させていただきましたが、口当たりが良く女性

町としても総合振興計画に掲げる「文化の香り高く

に好かれるお酒かなと思っております。はちみつ酒専門

将来に躍動するまち」の将来像の実現に向け、引き続

の醸造所は日本では、
まだ数少ないとお聞きしておりま

き一層努力してまいりたいと存じます。

すが、町で利用していない旧倉尾中学校体育館の下部

入 札 結 果のお知らせ
事業名

小鹿野町長

森 真太郎

※金額は、消費税込
事業場所等

両神農林産物直売所改修工事

両神薄地内

光学式眼内寸法測定装置購入事業

国民健康保険
町立小鹿野中央病院

角膜内皮細胞撮影装置購入事業
温冷配膳車購入事業

契約額

落札者

履行期間

2,970,000円 株式会社岩田組

〜令和3年3月26日

4,180,000円 株式会社平和医用商会

〜令和3年2月26日

国民健康保険
町立小鹿野中央病院

2,750,000円 株式会社平和医用商会

〜令和3年2月26日

国民健康保険
町立小鹿野中央病院

2,164,800円 株式会社トータルサポート

〜令和3年2月26日

小鹿野町地域商社事業設立調査業務委託 小鹿野地内ほか
日向大谷駐車場用地測量業務委託

両神薄地内

小鹿野文化センター舞台機構設備(音響)
改修工事

小鹿野地内

1,419,000円 株式会社ぶぎん地域経済研究所 〜令和3年3月26日
〜令和3年2月26日
1,265,000円 株式会社千島測量設計
▲令和2年12月24日決定分

34,540,000円 株式会社アセント

〜令和3年3月26日
▲令和2年12月25日決定分
広報 おがの

2月号
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インフォメーション

インフォメーション

マイナンバーカードの交付・更新等の土曜日臨時窓口の開設について

町では、
マイナンバーカードの普及促進のため、
カードの交付･更新等の臨時窓口を
2月20日
（土）
に開設します。平日来庁が難しい人など、ぜひご利用ください。
日時

2月20日
（土）
10:00〜12:00、13:00〜16:00

場所

小鹿野庁舎・住民生活課窓口

問合せ

障害福祉
サービス
事業所の紹介
ＶＯＬ.６

小鹿野庁舎・住民生活課☎75-1418

※2月18日
（木）
は、機器メンテナンスのため、小鹿野庁舎、両神庁舎ともにマイナンバーカードの
交付・更新等の取扱いが終日できません。ご不便をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いします。

広報 おがの

〜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〜

特別養護老人ホーム

花菖蒲・両神

こんな事業所です
花菖蒲・両神は平成17年4月より特別養護老人ホー
ムとして事業を開始しました。平成29年4月からは、障
害福祉サービスを提供できる基準該当事業所として

地域おこし企業人

石塚からのひとこと

横浜市内の中学校が初めて自然教室（宿泊行事）
で
小鹿野町を訪れます

登録し、現在1人の方に障害福祉サービスをご利用い
ただいております。
とても広々とした開放感あふれる施設で利用者さん
の日々の生活を支えています。

今年5月に、横浜市立軽井沢（かるいさわ）中学校

学生団体は、継続安定的で、口コミにより他校に

（星野久美子校長先生、2年生101人）が、横浜市とし

広がる可能性が大きいというメリットがあります。
こ

て初めて小鹿野町での宿泊研修を実施します。小鹿

れは、ある方の受け売りで、以前もこの広報で述べ

でサービスの幅を広くできる制度です。例えば地域に高齢者施設はあるが、障害者

野中学校の現3年生と同じ位の生徒数です。

た事がありますが、観光と言いますと、

のための日中活動の場所がない場合に、その施設でも障害者を受け入れられるよ

弊社近畿日本ツーリスト横浜教育旅行支店がそ
の実施のお手伝いをさせていただきます。中学生に

価や物価の高騰というマイナス面

とって、宿泊を伴う行事は、3年間の学校生活の中で

施設の建設、インフラ整備というプラス面と、環境

最も思い出に残るものの一つで、その重要な行事が

への負荷や混雑というマイナス面

町内で実施される事を私は非常に喜ばしい事と

異文化交流や地域の伝統文化の強化というプラス

思っております。

面と、活動の商業化というマイナス面

町内の宿泊施設に2泊し、長留のふるさと村での

のいずれか一方だけが取り上げられて議論される

体験や、田植え体験を予定しています。田植え体験

事がしばしばありますが、
プラスを活かし、マイナス

につきましては、産業振興課を通じて、町内に協力

を減らし、全体最適を目指す事が肝要と思います。
こ

を呼び掛けましたところ、
「腰の根上区内有志」様が、

れは、観光に限った事ではありませんが。

若い人たちが町を訪れるのは、活気が出て良い事だ

基準該当事業所とは、その地域に必要なサービスがない場合に市町村の判断

うにするものです。

現在、人口減少という全国共通とも言える課題は、

と、手を挙げていただき、大変感謝いたしております。

小鹿野町でも同様です。小鹿野町では、令和2年6月

宿泊行事の前には、
「事前学習」
として、訪れる地

1日現在の人口が11,335人、同年11月1日現在の人

域について、生徒の皆さんが自ら調べたり、発表会

利用者の今井美佳さんと生活相談員の中田さんです。

口が11,240人と約100人の減少となっています。

を行うといった活動もします。既に軽井沢中学校様

国内一人当たりの平均消費額が、年間120万円と

では、昨年11月下旬からスタートしているようです。

言われる中、仮に100万円としても、100人減ると1億

私は、小鹿野町赴任当初から、小鹿野町にとっての

円、1000人減ると10億円の消費額が減る事になりま

観光振興の一丁目一番地は、学生団体の誘客であ

す。町内だけでお金がぐるぐる回っているだけでは、

る旨を信念として、活動してまいりました。

いずれ立ちいかなくなります。移住・定住を促進しな

ホームとデイサービスを運営してお

その中でも、横浜は中学校数が一自治体としては

がら、同時に観光を推進し、交流人口や関係人口の

ります。オープン以来、高齢者の人だ

全国一で、公立だけでも約150校あり、そのほとんど

増加による収入を増やす事が必要であるのは、明ら

けではなく障害のある人も楽しく安

が、
自然教室を実施されているという事があり、東京

かと感じています。

心して過ごせる場所を作れるよう取

都内と合わせ、私が考える重点エリアの一つでした。
やっとそのスタートラインに立ったというところです。
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観光収入の増加、雇用の創出というプラス面と、地

基準該当事業所とは・・・

広報 おがの

2月号

私たちの施設は、特別養護老人

り組んでおります。

これが、町の目指す「地域外からの外貨獲得」に繋
がると思っております。

クリスマスイベント時の様子です。

んから
職員さ ひと言

お気軽にご相談ください。
施設長の青木さん

事業所の概要
施設の種類 基準該当生活介護事業所
所

在

地 小鹿野町両神薄1060-1

利用者定員 3人
事 業 内 容 生活介護事業の提供
電 話 番 号 72-8050
広報 おがの

2月号
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税の申告相談及び申告書の受付が始まります

問合せ

小鹿野庁舎・税務課☎75-4125
申告の際は次のものをご用意ください(主な例)

●感染症拡大防止に関するお願い●

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるかぎ

りパソコン・スマートフォン等による電子申告
（e-TAX）
や郵

していただく場合もございますので、防寒対策をしっかりと
行ってください。

送での提出等をご検討ください。

長時間の接触を避けるため、事業収支や医療費などは、

申告会場にお越しになる場合には、マスクの着用、入口で

あらかじめ計算等を済ませたうえでお越しください。
（今年

の手指消毒、検温
（37.5度以上の発熱が認められる場合は

度は、原則として職員による領収書の仕分けや計算は行い

入場をお控えください）
の徹底をお願いします。

ません。計算等がされていない場合は、会場内の計算用ス

会場内の待機場所は席と席の間隔を開けるため、会場に

ペースにてご自身で計算していただきます）

入りきれない可能性があります。会場のロビーや車等で待機

令和3年度分（令和2年1月から12月までの期間）の
「町・県民税」
及び令和2年分の
「所得税」
の申告期間は、2
月16日
（火）
から3月15日
（月）
までです。
この申告は、令和3年度の町・県民税及び国民健康保険
町の申告会場で受付をする申告書
町・県民税申告書の受付
所得税の確定申告書の仮受付
（申告の
内容によっては、税務署へご案内する場合
があります）
※町で受付を行った確定申告は税務署へ
の引継を原則電子申告
（e-TAX）
にて行い
ます。電子申告には利用者識別番号が必
要となり、お持ちでない人は当日に会場で
も番号取得手続きができます。
令和３年申告受付日程表

2月

受付会場

午前

受付時間

午後

両神振興会館

24日
（水） 両神12区〜13区

9：00〜11：30

25日
（木） 長若1区〜6区

13：00〜16：00

26日
（金） 長若7区〜14区

1日
（月） 地区指定日に都合がつかない人

2日
（火） 三田川1−1区〜2区
3日
（水） 三田川3区〜5区

4日
（木） 三田川6区〜12区
7日
（日） 地区指定日に都合がつかない人

3月

8日
（月） 小鹿野3区〜6−2区

小鹿野文化センター

9：00〜12：00

13：00〜15：00

9日
（火） 小鹿野7区〜9区

10日
（水） 小鹿野10区〜11区

11日
（木） 小鹿野12−1区〜12−2区
12日
（金） 小鹿野13区〜15区

15日
（月） 地区指定日に都合がつかない人
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５ □身元確認書類
（マイナンバーカードや運転免許証、公的医療保険の被保険者証等）
６ 所得計算に関する資料

▶営業・農業・不動産所得がある場合
□収支内訳書
（事前に収支内訳を記入してご持参ください）
□売上・経費確認資料
（出納帳・領収書等）
▶その他の収入がある場合
□収入・経費確認資料
（支払調書等）

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

22日
（月） 両神9区〜11区

5日
（金） 小鹿野1区〜2区

４ □番号確認書類
（マイナンバーカードや通知カード等のマイナンバーを確認できるもの）

□源泉徴収票
（原本）

17日
（水） 両神1区〜2区
19日
（金） 両神5区〜8区

３ □利用者識別番号確認書類
（事前に取得している人）

税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の算定基礎や
減額判定資料となります。また、所得証明書等の各種証
明や年金、児童手当等の受給権の認定基準にも活用され
ます。

16日
（火） 倉尾1区〜8区
18日
（木） 両神3区〜4区

２ □認印
（朱肉を使用するもの）

▶給与収入・年金収入がある場合

9：00〜11：30

9：00〜12：00

13：00〜16：00

午後はありません

※混雑緩和のため︑受付地区を指定させていただいておりますが︑指定日に来
られない人は︑ご都合の良い期日に申告してください︒特に倉尾地区にお住ま
いでバスをご利用になられる場合には︑小鹿野文化センターで受付を実施して
いる日にお越しください︒

該当地区

※□にチェックできます

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

ご理解、
ご協力をお願いします。

昨年度までの日尾集会所での受付は両神振興会館へ、納宮休憩所での受付は小鹿野文化センターへ
それぞれ変更となりました。
期日

広報 おがの

□国・町等からの新型コロナウイルス感染症に関連する課税対象の給付金等の支給決定通知等
（参考）
課税・非課税の例示

課税

非課税

持続化給付金

特別定額給付金
（１人１０万円）

小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策
小規模事業者等奨励金

新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金

小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策
生活支援給付金

ひとり親世帯臨時特別給付金

小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策
町内診療所等医療機関支援給付金

子育て世帯への臨時特別給付金

小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策
旅館業者緊急支援給付金

学生支援緊急給付金

小鹿野町キャッシュレス決済導入支援金
7

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

▶障害者控除がある場合
□障害者手帳又は福祉事務所長の証明書等
▶寄附金控除がある場合
□寄附先が発行する受領証明書等
▶雑損控除がある場合

□セルフメディケーション税制の明細書
（事前に記入

□被害を受けた資産の明細
（資産内容、取得時期、取

してご持参ください）

得価額）
がわかるもの

□一定の取組を行ったことを明らかにする書類

□被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、その

▶社会保険料控除がある場合
□社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書
□国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保

他被害に関連して支出した金額の明細がわかるもの
（領収書等）
□保険金などで補填された金額のわかるもの

険料等の領収書や町が送付した申告参考資料等
▶生命保険料控除がある場合
□生命保険料控除証明書

※必要書類が不足している場合、申告書を作成できな
い場合があります。お出かけ前にご確認を！

▶地震保険料控除がある場合
□地震保険料控除証明書
広報 おがの

2月号
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秩父税務署からのお知らせ

所得税等の申告相談
確定申告会場 秩父税務署
開設期間 2月10日
（水）
〜3月15日
（月）
※土・日・祝日を除く
注意事項 本年は、新型コロナウイルス感染症
対策の一環として、還付申告の人の申告相談を1
月4日
（月）
から受け付けています。なお、納税申
告書は、2月16日
（火）
からの受け付けとなります。
相談受付 8:30〜16:00
（提出は17:00まで）
相談開始 9:00
※確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入
場には
「入場整理券」
が必要です。
入場整理券は会場で当日配付、又はＬ
ＩＮＥでも
事前発行
（前々開庁日まで）
しています。
なお、入場整理券の配付状況に応じて、後日の
来署をお願いすることもあります。
確定申告関係の申告期限・納期限と口座振替
税目
（簡略表記） 申告期限・納期限

口座振替日

所得税

3月15日
（月）

4月19日
（月）

3月15日
（月）

制度なし

消費税

3月31日
（水）

4月23日
（金）

贈与税

問合せ

小鹿野警察署からのお知らせ

秩父税務署☎22-4433
（自動音声案内2番）

【確定申告会場で実施している感染症対策】
本年の確定申告会場は、新型コロナウイルス感染症の感染防
止策を講じたうえで開設します。
ご来場いただく納税者の皆さんにはご不便をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願いします。
検温の実施
確定申告会場入場の際に検温を実施しています。
37.5度以上の発熱が認められる場合は、原則として入場をお
断りさせていただきます。
マスクの着用、手指消毒液の利用
ご来場の際は、マスクを着用していただき、入口等で手指消毒
液をご利用いただくようお願いします。
少人数での来場
ご来場の際は、
できる限り少人数でお越しください。
職員によるマスク・フェイスシールドの着用と定期的な換気・消毒
会場内では、申告相談に従事する職員のマスク・フェイスシー
ルドの着用、定期的な換気・消毒などを行い、感染防止対策を徹
底しています。
確定申告会場内での新型コロナウイルス感染症の感染防止に、
ご理解・ご協力をお願いします。

長若駐在所は、令和3年3月末に閉所します。
閉所後は、所管区を署所在地に統合し、勤務員も署所
在地に引き上げ、移動交番車を効果的に巡回させ、住民
からの要望に応える活動を推進します。

急速充電設備の設置届出について
電気自動車を充電する急速充電
設 備 の 設 置 届 出 が 必 要となりま
す。
電気自動車の普及により、急速
充電設備の高出力化が必要である
ことから、火災予防上の安全を確
保したうえで、安心して充電できる
ように秩父広域市町村圏火災予防
条例の一部が改正されました。主
な改正内容は、次のとおりです。

埼玉県からのお知らせ
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2月号

問合せ

写真提供：新電元工業株式会社

秩父消防本部予防課☎21-0121

小鹿野町内に設置してある急速充電設備

住宅用火災警報器を設置しましょう
住宅用火災警報器
（住警器）
の設置
対策については、平成23年に決定され
た基本方針に基づき推進してまいりま
した。住宅火災による死者数は、平成

秩父公園橋タイムカプセル開封式典参加者募集

埼玉県では、平成6年に埋設した
「秩父公園橋タイムカ
プセル」
を開封し、作品を提供した人へお返しする記念式
典を開催します。
式典では、開封式典のほか、秩父公園橋の見学などを
実施します。式典の開催にあたり、一般参加者を募集して
います。
日時 3月20日(土)13:30〜
（12:45受付開始）
場所 秩父宮記念市民会館･大ホール
（秩父市熊木町8
番15号）
定員 先着100人(参加費無料)
※記念橋カードをプレゼント
広報 おがの

１ 施行日は令和3年4月1日からです。
（既に設置、設置工事中のものは適用さ
れません）
２ 急速充電設備の全出力の上限が200キロワットまで拡大されました。
３ 急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目が改正されまし
た。
４ 急速充電設備
（全出力50キロワット以下のものを除く）
は、消防
（分）
署への
設置の届出が必要です。
詳しい基準等については、消防本部予防課へお問い合わせください。

届出が必要な新型急速充電設備

国税の納付はキャッシュレスで！

特に、法人の納税者にはダイレクト納税を、個人の納税者
に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。

安全で安心して暮らせるまちづくりを実現するため、
今後も引き続き、警察活動にご理解とご協力をお願いし
ます。
問合せ 小鹿野警察署地域課☎75-0110

秩父消防本部からのお知らせ

所得税及び復興特別所得税の申告は、自分で作成してお早めに！
令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の提出期
限は、3月15日
（月）
です。
国税庁ホームページの
「申告書作成コーナー」
でご自宅のパソ
コン・スマートフォンから作成し、
ＩＤ・パスワードを利用しますとｅＴａｘで簡単に申告ができます。
また、今年も確定申告会場にスマホコーナーを開設します。ぜ
ひ、
スマホ申告を試してみてください。

国税の納付については、金融機関等の窓口での現金
納付のほか、多くの納付手段があります。
税務署としては、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、
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。

広報 おがの

申込＆問合せ 必要事項
（氏名、住所、電話番号）
を記載
のうえ、3月5日
（金）
までにFAX又はメールでお申し込み
ください。※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴
い、式典を縮小･中止する場合もありますのであらかじめ
ご了承ください。
秩 父 県 土 整 備 事 務 所・道 路 施 設 担 当 ☎ 2 2 - 3 7 1 5
FAX21-1270
メール t223715@pref.saitama.lg.jp

17年をピークに減少しており、住警器
の普及が大きな要因であると考えられ
ます。
しかし、秩父消防管内の住警器の設
置率は低く、条例適合率は最低ランク
で推移しています。一方で、
住警器の作
動確認を行った世帯の約2％で住警器
の故障や電池切れなどが確認されてお
り、設置した住警器が交換期限
（10年
が目安）
を迎えております。
さらなる火災予防にご協力をお願い
します。

資料提供先：一般社団法人 日本火災報知器工業会

広報 おがの
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コラボ通信

の
地域
×
高校
小 鹿野

VOL.8

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

とみた

広報 おがの

ねね

生徒3：冨田寧々さん
（ハッピー田舎化大作戦部 福祉施設課 所属）
①地域へのフィールドワークでは、どんなことをしましたか？

小鹿野高校３年生総合学習『小鹿野高校株式会社』
の活動を取り上げてきたコラボ通信。地域の皆さん
のご尽力の下、生徒たちが学びを深めてきた本学習
は、
１２月にいよいよ発表会を迎えました。今月号で
も、生徒たちと先生方の生の声をお伝えします。

私たちの課の目標は、小鹿野町のこじか筋力体操を多くの人に知ってもらうことです。
フィールド

ワークでは、
こじか筋力体操が小鹿野町でどれほどの知名度があるのかについて調査・インタ

ビューを行いました。
５０代〜７０代の世代では、
「知っているけれどやったことがない」という人が比
較的多かったです。

②学習のゴールは？

１人でも多くの方に、
こじか筋力体操をしてもらえるようになることです。そして、特に高齢者の

方々に、
けがをしないようになってほしいと思います。
③今後の目標は？

これから、調理師の勉強をするために進学をします。将来は、老人ホームでご飯をつくっていると

思います。魚料理を提供することで骨を強くしてもらうなど、利用者の方々の食事管理を行い、健
康になってもらえるようにしたいと思います。

かなおか せいや

生徒４
：金岡誠也さん
（ハッピー田舎化大作戦部 ボルダリング課 所属）
①フィールドワークに行ってみてどうでしたか？

私たちの課は、神怡舘へ訪問し、
ボルダリングについて探究させていただきました。
１度目は、
自

分たちで体験させていただきました。私にとっては初めての体験でした。ボルダリングは、
どういう

かきざかい あみ

生徒1：垣堺杏美さん
（ビジネス部 カフェ内装課 課長）
①今回の総合学習の感想を教えてください。

人と関わることが好きなので、地域の様々な方と話をしたり、連携してイベントができたりして、

とてもやり甲斐がありました。
また、企画を自分たちで考え、実際に行動に移すことができる授業

内容だったため、
自主性が身についたと思います。
この経験を、仕事にも生かしていきたいと思っ

ています。

②学習が始まる前と、学習を終えてからの間で、心境の変化はありましたか？

最初は、地域のことにあまり関心がなく、学習に対しても消極的な気持ちをもっていました。で

すが、実際に学習に取り組んでみると、地域の方と連携した企画を実現することができ、達成感

と楽しさを味わうことができました。小鹿野町に住んでいながらこれまで知らなかった方と関わり

をもてたり、地域のことを深く知ることができたりして、
とても貴重な経験ができたと思っています。
③今後の目標は？

ウェディングプランナーになりたいと思っています。元々、私は人を喜ばせることが好きです。結

婚式を開く方々にとって、
かけがえのない時間をつくるためのお手伝いをしたいと思っています。
げんだ

かりん

生徒2：源田華梨さん
（ビジネス部 カフェ内装課 所属）
①今回の総合学習の感想を教えてください。

「鹿高カフェ」のイベントで、商品を販売させていただくお店と打合せをする際、伺う前は、初

めての経験で不安も大きかったのですが、実際に伺ってみると、交渉が無事に成立したので、
と

ても嬉しかったです。
また、
当日は、子どもからお年寄りまで、多くの地域の方々にお越しいただき、
地域の方々の温かさや優しさを痛感しました。様々な反響を感じ取ることができて、
自信がつきま

した。
また機会があれば、地域の方々と協力して企画などを行ってみたいです。

②学習が始まる前と、学習を終えてからの間で、心境の変化はありましたか？

最初は、普段の授業とやり方が違うため、戸惑いもあり消極的な気持ちをもっていました。です

ルートで登るかを考えながら進んでいく必要があることを知り、奥が深いなと思いました。
２回目の

フィールドワークでは、
１度目のフィールドワークを元に、私たちで考えた提案をもって、
再び神怡舘
100%

へ相談に伺いました。行く前は不安な部分も多くありましたが、
スタッフの方が私たちの提案を快く
受け入れてくださったことは、
自信につながりました。
②今後の目標は？

動物看護師になることが目標です。
きっかけは、高２の頃に経験した自宅での出来事でした。愛

犬が１４才になり、段々元気がなくなっていく中で、歩くことも大変になりました。私自身が高齢犬に
何かできることはないかと考えるようになりました。
この先、動物の専門学校へ進学し、
目標へ近づ

きたいと思います。そして、
そのためにも、今回の学習で身につけた「自分で考える」という力を、大
事にしていきたいと思います。
いわさき

さや

生徒５
：岩﨑沙耶さん
（ビジネス部 カフェ内装課 所属）
①今回の総合学習の感想を教えてください。

自分たちで意見を出し合い、協力して学習を進めることができて良かったと思っています。商店

街の方々に自分たちで作ったチラシを置かせてもらうために交渉に伺うなど、積極的に動けたと思

います。その中で、地域の方々にご協力をいただけたことも、
とても嬉しかったです。色々な方々の
サポートの下、
自分でしっかりと考えて行動に移すという経験ができて良かったと思っています。
②今後の目標は？

メイクアップアーティストになりたいと思っています。人と話すことも重要な職業なので、今回の

学習を生かしていきたいと思います。
③後輩に向けて一言お願いします！

学習の初めは、
「大変そう」など消極的な気持ちをもつかもしれませんが、
グループ（課）
のメン

バーや、
コーディネーター役の地域おこし協力隊の方と協力することができれば、
「自分たちで考

え行動する」ということが楽しくなってくると思います。ぜひ、前向きに取り組んでみてください。

が、実際に学習に取り組んでみると、企画の立案から実施までの一連の流れを体験することが

でき、
とても楽しかったです。何事も前向きにチャレンジしていこうと思えるようになりました。
③今後の目標は？

歯科衛生士になりたいと思っています。患者さんに「ここの歯医者さんに継続して通いたい」
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と思ってもらえるような、居心地の良い環境づくりができる、
そんな歯科衛生士になりたいです。
広報 おがの
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地 域 おこし協 力 隊 通 信 VOL.44

にわ しゅんすけ

丹羽俊亮先生
（３年１組担任 保健体育科）
①今回の学習のねらいを教えてください。

１つ目は、生徒たちにPDCAサイクルを具体的に学んでもらうこ

ます。
また、本学習では、生徒たちが座っている時間が少ないという

100%

ような様子もあり、学習が進んでいく中でも一人ひとりの言動が活

つけてもらうことです。

③本学習を経験した生徒たちに、今後期待することはあります

とで、多様な人と関わることができるコミュニケーション能力を身に
②学習の中で、生徒たちにどんな変化がありましたか？

生徒たちの成長は、学習が始まる前に想像をしていた以上でし

発なものへと変化していくことを感じていました。
か？

生徒たちがそれぞれ持っていた興味分野に加えて、小鹿野町へ

た。最初から最後まで、生徒たちが責任をもち、主体的に進めると

の興味・関心も深まったと感じています。今回お世話になった方々と

総学委員会を設置し、総学委員を生徒の中から立候補により選出

も大事にしてほしいと思います。

いうことを大事にしました。そのため、中心となって活動を引っ張る

しました。その総学委員たちの活動のパワーが凄かったと感じてい

の関わりなどを思い出しながら、
「郷土愛」のようなものをこれから

しみず けいいち

清水慶一先生
（３年２組担任 数学科）
①今回の学習をどう捉えていますか？

緊張を経験できたことも良かったと思います。
また、教員だけではな

まず、生徒たちにとっては、
３年間の学習の集大成になったように

く、地域の皆さんに評価をしてもらえたことは、
自信につながったこ

きました。今回の学習でも、最後には緊張感に包まれて、文化セン

③本学習を経験した生徒たちに、今後期待することはあります

思います。
１年生の時から、
自分の考えを他者に伝えることを行って

ターという広い舞台で発表を行うことができました。
４カ月間の活

動を振り返ったうえで自分の考えを組み立て、多くの方々に伝える

という素晴らしい経験ができたと思います。

②学習の中で、生徒たちにどんな変化がありましたか？

最初は、
おとなしい生徒も多かったのですが、地域の方々と関わ

りをもつことによって、次第に変化をしていく様子が見られました。

霞

小鹿野高校３年生総合学習（『小鹿野高
校株式会社』）
の取組が、
いよいよ文化セン
ターにて本番を迎えました！生徒たちが、
４
つの部、
１２のチームに分かれて、活動を進
めてきた本取組。地域の皆さんのあたたか
いご支援や応援をいただきながら、生徒た
ちがぐんぐん変化をしていく授業となりまし
た。地域の皆さんで、小鹿野高校を支えま
しょう！
！私も、力いっぱい動いてまいります。
（宇佐川）

のも特徴でした。生徒たちの表情や話し方などの中で初めて見る

とです。
２つ目は、学習を通じて地域の方々と触れ合う機会をもつこ

かすみ

とと思います。
か？

小鹿野町の人やお店、団体を少しでも
元気づけたい！ということで、
おがのシルク
ロード商店街が企画した「おがのシルク
ロードフェスタ」残念ながら新型コロナウ
イルスの影響でイベントは中止となってし
まいましたが、協力隊の佐々木さんと宮本
が携わらせていただいていました。
（写真
は打ち合わせ時）打ち合わせも感染症対
策万全に。商店街の皆さんとの繋がりが
どんどん増えてきて嬉しいです！
（宮本）

千鹿谷地区小鹿野町側の古木柚子の収穫をボラン
ティアの皆さんとお手伝いしました。
6m以上の木々が多く園芸三脚に高枝切り鋏での高
所採取です。千鹿谷地区は高齢、過疎化の進む地域で
すが、耕作放棄地に山椒を植樹したり、山椒の会や柚子
搾りの会などのワークショップを行い、活性化のお手伝
いをしています。今後は関係人口創出も踏まえて町内に
て定期的にワークショップを開催したいと思っておりま
す。
（佐々木）

生徒が地域の方々との関わりをもつことを通して、成長させてい

た部分をさらに伸ばしていって、
自信をつけていってほしいと思いま
す。

崇之先生
（学年主任 ３年２組副担任 福祉科）

①今回、地域と連携した探究型の学習を始めたきっかけを教えてください。

今の生徒たちを３年間担当してきました。その中で、今回の取組を行うきっかけとなった２つのエ

ピソードがあります。
１つ目は、昨年、修学旅行で宮古島へ行った時のことです。現地の方々におも
てなしをいただいたので、
お返しとして、生徒たちは秩父音頭を披露しました。その時の生徒の様

子が、
とても生き生きとしていました。学校の外の方と関わりをもつことの大切さを実感しました。
２

つ目は、昨年度、
２学期の総合学習の時間で、地域おこし協力隊の方々に学校にお越しいただき、

お話をいただいた時のことです。その取組がきっかけとなり、私自身が小鹿野町に対して興味を一

層持ちました。生徒たちも、私のように小鹿野町の良さを実感することができれば、将来にわたっ

てふるさとのことを思い起こすことができるのではないかと考えました。
これらのことが重なって、
今年度、生徒が主体となって、地域に出て行き、
それぞれのテーマに沿った探究を進める学習を
展開することに決めました。

②今回の学習でどんな経験をしてほしいですか？

自分自身が興味をもったことに対して、様々な方法を使って調べ、咀嚼して、
自分なりの言葉で他

研修先にて、ジン蒸留の
仕込みに取り掛かりました。
小鹿野のかぼすに柚子、
秩父内で調達したハーブに木材を混ぜ合わせる事で香りづけを
しております。人生で初の酒造りです。
不安はあるけれども、
どんなジンが出来上がるかの楽しみでも
あります。秩父地域でお出しできる様に引き続き精進いたしま
す。
（髙山）
玄関ミニギャラリーに
作品展示しました。ダリア
ブロック、名刺入れ、
レー
ザ ー 刻 印したコ ー ス
ター、スタンディングデス
ク、スツール、
ヒノキの葉
スプレーと苔テラリウム
です。主な材料はヒノキ
です。
（御田）

写真は分球した球根をハウス内の土中に保管している場面です。
12月21日ですべての球根の保管が終了し、今シーズンのダリア園の活動は
骨休みとなりました。
次回の園地での活動は3月スタートです。来シーズンの作付けのための土作
りや球根を保管場所から取り出し、発送準備等を行います。(新井)
地域おこし協力隊

者へ伝えるという経験をして欲しいと思っています。

さわだ

ささき

広報 おがの

2月号

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

ひとし

なよこ

くどう

みやもと

りほ

奈代子 ･ 工藤 エレナ ･ 宮本 莉帆

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

新井 雅博 ･ 宇佐川 拓郎 ･ 髙山 陽平

して、前向きに、互いを認め合ってほしいです。
また、発表時には、思ったことがうまく言えなかった
自分の言葉で伝えるということだと思っています。

もと

佐々木 均 ･ 師岡 謙一 ･ 御田 正弘 ･ 掛川 安純

課（チーム）
ごとに、
メンバー同士、
お互いの良いところを見つけ合ってほしいと思っています。そ

としても、
自分たちがしたことに自信をもって臨んでほしいです。
１番大切なことは、
自分の感想を、

ともき

沢田 朋輝 ･ 本

③最後に、生徒たちに期待することを教えてください。
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今年も無事に小鹿野の
18店舗で秩父黄金かぼす
を使った「 黄 金のかぼす
祭 」を 開 催 できました 。
様々なメディアに取り上げ
ていただき、秩父郡全域で
かぼすメニューも増えてき
ました。
「冬は氷柱を見に、
そしてカボス料理を食べに
小鹿野へいこう！」というリピーターも増えると嬉しいです。
（工藤）

ただけるということを実感しました。関わりを大事にしながら、成長し

たかゆき

問合せ

広報 おがの

機 体 質 量３ｔ未 満
の小型車両系建設
機械の運転資格を取
りました。ダリア園の
畝崩し頑張ってます。
（沢田）

「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！➡

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
広報 おがの

2月号
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広報 おがの

子育て支 援

子育て支援センター

情

おがのこども園 報
所
おがの保 育

こども園・保育所では、家庭と連携を図り
ながら保護者とともに子育てをしています。
こども園では12月に年長組が
「生活発表
会
（合奏や劇遊び等）
」
を行い、子どもたちの
頑張る姿や成長にお家の人から温かい拍手
をいただきました。

保育所では12月に保育参観日
（お楽しみ会）
を行い、お家の人と一緒に楽しい時間を過ごし
ました。サンタクロースの登場に大喜びの子ど
もたちでした。

情 報

☎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
小鹿野町子育て支援センター利用対象

『なかよしキッズ』2月の予定

子育て支援事業

（来年度3歳児入園対象のお子さん）

（絵本読み聞かせ等・図書館連携）

日時 2月18日
（木）
10:00〜11:00
（予定）
内容 ふれあい遊び、作って遊ぼう
持ち物 上履き、水筒、着替え、
タオル
（保護者はマスク着用）
「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。

ほ っ と ママ

ステーション

情報

令和2年4月以降に終了した不育症や不妊症にかかる検査費や
治療費の助成申請の期限は、3月31日
（水）
までとなります。申請
予定の人は早めに申請してください。
対象となる条件があるため、
詳しくはお問い合わせください。
対象事業
こうのとり健診推進事業
（早期不妊・不育症検査助成事業）
申請時、法的に婚姻関係にある夫婦が、夫婦そろっての不妊症
検査又は不育症検査を受け、対象となる不妊・不育症検査に対し
て、夫婦1組につき1回まで、上限2万円まで助成します。
早期不妊治療助成事業
埼玉県特定不妊治療費の初回助成
（治療区分C、Fを除く）
を受
けた人へ治療費の一部を助成します。対象となる人は、初回治療
開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦です。夫婦1組につき1回
まで、上限10万円まで助成します。
※埼玉県不妊治療費助成事業の対象となる人は、先に県の申請
をしてください。
マイベイビー支援事業
不妊・不育症治療を行っている夫婦に対して、不妊治療・不育症
治療に要した費用を助成します。不妊治療
（体外受精・顕微授精）
に要した費用は上限額35万円まで助成します。
体外受精・顕微授精以外の不妊治療・不育症治療に要した費用
は上限額5万円まで助成します。
※埼玉県不妊治療費助成事業の対象となる人は、先に県の申請
をしてください。
※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。
広報 おがの

2月号

おはなしひろば

日時 2月27日
（土）
10:00〜
場所 おがのこども園・遊戯室
※上履き又はスリッパをお持ちください。
内容 読み聞かせ、簡単な工作
対象 幼児
（親子）
、小学校低学年児童
※対象年齢ならどなたでも参加できます。
問合せ おがのこども園☎75‐3292
https://www.town.ogano.lg.jp/kodomoen/

申込＆問合せ
小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
（ほっとママステーション）
☎75-4101

令和2年度の不育症や不妊症の検査・
治療費の助成申請は、3月31日までです
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よちよちてくてく・じゃんぷ

日時

こども園より

キッズサロン（予約制）

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 2月16日(火)
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、2月12日
（金）
までにお申し込みく
ださい。

▲サンタさんからプレゼントを
もらいました。
「ありがとう」

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
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
すくすく

日時・内容

子育てこころの相談（予約制）

子どもにイライラする、
どう対応したらよいかなど子育てで悩
んでしまうことはないでしょうか？子育てしている人
（父母・祖父母
等）
を対象とした子育て相談です。お子さん連れでも参加できま
す。
日時 2月22日(月)10：00〜12：00
場所 児童館
内容 個別相談 訪問での相談も可能です。
講師 臨床心理士
対象 子育てしている人
申込 2月19日
（金）
までにお申し込みください。

産後ママのストレッチ教室（予約制）

日時 2月24日
（水）
10：00〜11：30
場所 児童館
内容 肩こり解消ストレッチ、腰のゆがみ引き締め体操の実践、個
別相談等
定員 5人
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 産後5か月までのお子さんがいる母親 ※令和2年12月
から令和3年2月までに出産された人には個別に通知します。

対象

10:00〜11:30
①2月5日
（金）
離乳食相談(管理栄養士)
②2月12日
（金）
発育相談・計測
（保健師)
③2月19日
（金）
赤ちゃんとのかかわり方
（ひまわり保育園前園長）
④2月26日
（金）
ふれあい遊び(保育士)
1歳未満のお子さんと保護者

発育測定

日時 2月4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
栄養相談

日時 2月5日
（金）
10：00〜10：30
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 1歳以上のお子さんと保護者

小鹿野町にお住まいの人

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。2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。

▼クリスマスねんねアートアン
パンマンリースと一緒に

▼クリスマス会。サンタさんと
一緒に
「はいポーズ！」

広報 おがの

内容
申込

2月3日
（水）
よちよちてくてく10：00〜11：30
1歳〜2歳のお子さんと保護者
2月9日
（火）
じゃんぷ10：00〜11：30
3歳のお子さんと保護者
年齢に応じた遊び、子育て情報の交換
前々日までにお申し込みください。

おはなし会
「絵本読み聞かせ講座」

日時 2月10日
（水）
10：00〜11：30
内容 町立図書館司書による絵本の読み聞かせ講座で
す。小さいお子さん向けのお薦め絵本紹介や大人
向けにも絵本の読み聞かせを行います。ぜひご参
加ください。
対象 0歳〜3歳のお子さんと保護者 10組
申込 定員になり次第終了します。
育児相談
（城崎三子相談員）

日時

2月17日
（水）
①9：45〜11：40

②13：00 ③14：00
内容 お子さんの発達や気になることを専門の先生に気
軽に相談してみませんか
①遊びの中で気軽に個別相談
（６組）
②③ゆっくりと個別相談(各1組)
対象 就学前のお子さんと保護者
申込 2月9日(火)までにお申し込みください。
親子のびのび体操

日時 2月25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 2歳〜3歳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。
ひなまつり会

日時

3月3日
（水）
9：50〜11：30
お雛様作り①9：50

②10：20

各6組

ひなまつり会11：00
内容 かわいいお雛様を作って飾ります。みんなでひなま
つり会を楽しみましょう。
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。
豆まき会

日時

※申し込み終了

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
広報 おがの

2月号
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図書館

だより

臨時休館
（1日〜26日）
2月の 町立図書館
問合せ●町立図書館
（6・13・20・27日） 日曜日
（7・14・21・28日）
休館日 町立図書館分室 土曜日
☎79-0150
祝日
（11・23日）
町立図書館分室
☎070-1303-4095（平日13:30〜16:30）

ふる総ロビーライブ

今年度のふる総フェスタは新型コロナウイルス感染症の影響で
中止となりましたが、12月12日
（土）
・19日
（土）
に両神ふるさと総合
会館１階ロビーにてライブを行いました。合計3組のゲストをお招き
し、それぞれが個性的なライブを行いました。
「子どもたちが人形劇
を楽しんで見ていた」
「二胡を初めて聞いたけど良かった」
などの声
があり、
ライブは盛況なうちに終わりました。
12日 午後
リリクロ
（歌と演奏）

No.13

てなんですか？

赤ちゃんとお母さんとのふれあいを、絵本と読み
聞かせでつなぐ活動です。絵本を開くことで、赤ちゃ
んとお母さんがゆったりと心ふれあう楽しいひととき
をもつことができるよう、
きっかけづくりのお手伝い
をします。
ブックスタートは
「６か月児」
、
ブックスチャレンジは
「満１歳児」
と
「満２歳児」
が対象です。
乳幼児健診
（６か月・１歳）
、
２歳児健診の会場で実
施しています。受付で渡されたカードを持って、ブッ
クスタート・ブックスチャレンジコーナーまでお越しく
ださい。
会場では、絵本の読み聞かせ
（今年
度は紹介のみ）
と年齢に応じた絵本を
１冊プレゼントします。今年度の対象
児
（１月までの健診対象児）
で、
まだも
らっていないお子さんがいる人は母
子手帳を持って、開館後
（2/27以降）
本館カウンターまでお越しください。

ブックスタート・チャレンジ（６か月・１歳児）

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 2月25日
（木）
13:30〜
場所 児童館
（健診会場） ※健診対象児童のみ

広報 おがの

第34回小鹿野文化祭（展示のみ）

日時

3月14日(日)8:00受付

日時

場所

下小鹿野運動場

9:00〜17:00(7日は16:00まで）

対象

西秩父地域に在住・在勤者

場所

3月1日(月)までにお申し込みください。

3月3日(水)〜7日(日)

問合せ

小鹿野総合センター
小鹿野文化団体連合会事務局(中央公民館)

☎75-0063

東京2020パラリンピック聖火リレー
トーチ巡回展示の開催について

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県内の気運を

醸成するため、
パラリンピック聖火リレートーチの巡回展示を実施しています。
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

2月18日
（木）
8:30〜16:00

場所

小鹿野文化センター・研修室

問合せ

Q ブックスタート・ブックスチャレンジっ
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町民グラウンドゴルフ大会

小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

19日 午後の部
二胡サークル神怡舘
（演奏）

図書館Q&A

図書館・生涯学習

コーナー

申込＆問合せ

19日 午前の部
ほっとすまいる
（紙芝居・人形劇）

A

生涯学習

図書館本館の休館中（２/２６まで）は
図書館分室をご利用ください

図書館分室
（小鹿野中学校内）
は通常通り、平日の13時30分か
ら16時30分まで開館しています。
（本館休館の詳細は広報１月号

小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

文化財ノー
ト
No.34

をご覧ください）
本館の
「今月の図書館員のオススメ本」
コーナーを分室内に設
置しました。日ごろ、本館をご利用の皆さんも、
この機会に分室へ
足を運んでみてはいかがですか。新しい本に出会えるかも・
・
・。
今月は、分室に入った新着資料の中から2冊を紹介します。

いちばんわかりやすい家事のきほん大事典
著者
出版社

成美堂出版編集部

分類

成美堂出版
590-セ

出版年 ２０２０.１２

マンガ免疫力が高まる27の生活習慣
ウィズコロナ緊急対策
著者

村上孝

監修

松本麻希 マンガ
出版社
分類

法研
498-ム

出版年 ２０２０.１1

絵本読み聞かせ講座（赤ちゃんから3歳ぐらいまで）

日時 2月10日
（水）
10:00〜11:30
場所 子育て支援センター
内容 読み聞かせの実演と読み聞かせのコツや、本の選
び方、乳幼児向け絵本の紹介を行います。
講師 図書館司書 黒沢敏江

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063

◆新たに指定された文化財

令和2年11月26日付けで新たに町の指定になった文
化財を紹介します。
(1)指定第142号有形文化財[絵画]
「絹本彩色十六善神像 三幅対」
所在地:般若513番地
般若地内の日本武神社は、江戸時代に編纂された
『新
編武蔵風土記稿』
に「大般若十六善社」とあり、大般若経
を守護する十六善神を祀っていました。明治初年の神仏
分離により、
日本武尊にまつわる伝説にもとづき「日本武
神社」と社号を改称し現在に至っています。神仏分離の
際、祀られていた釈迦如来と十六善神を描いた三幅対の

る十六善神と深沙大将、玄奘三蔵像が描かれています。
製作年代は室町時代とされ、町内で同時代のものは、

掛軸は、般若清水地内の小堂庵に移されました。通称

十輪寺(小鹿野)の「絹本着色十三仏像」(埼玉県指定有

「横山観音」、寺号は「向岳山常光院」といい、長若4・5

形文化財[絵画])、真福寺(河原沢)の「絹本着色十三仏

こうがくさ んじょうこうい ん

区の人々によって守り伝えられてきました。
十六善神像は、横山観音の縁日などで掛けられ、兼務
住職である小鹿野の十輪寺住職により護摩焚きが行わ
れていました。
画は、絵絹(日本画の素地に使用するため緻密に織ら
れた絹織物)に豊かな彩色で、中幅の上部に釈迦如来坐
像その下部に脇侍となる菩薩立像、左右幅は釈迦如来
の方向を向くように八体ずつ四天王及び十二神将からな

画像」
（町指定有形文化財「絵画」）
がありますが、本画も
450年以上前から伝わる貴重な文化財であります。
※1月号で紹介した、2月23日
（祝）開催予定で
あった調査研究発表会
「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」
は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、6月6日(日)に
延期となりました。

※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。
広報 おがの
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町 立 病 院 だ より

町 立病院だより・医療
問合せ

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

ドクター内田のひとりごと

日々、前向きに
皆さん、寒いですね。いか
がお過ごしですか？
2021年、新年あけたかと思
えばあっという間に1カ月が過
ぎました。何とか明るい１年に
なることを祈るばかりです。
さて、先日仲良しのてっちゃ
んと話している中で、
「人は人に影響を受けるんだよ」
と
いう言葉を聞きました。
マイナス思考の人と一緒にいる
と気持ちも落ちてしまう。
なので、
できるだけプラス思考
の世界に身を置きたい、
というのです。
なるほど、
いつも
前向きなてっちゃん、納得です。
そう考えてみると、今の
自分はかなりの部分において他人から受けた影響で
生きている気がします。
まず親から。
そして兄弟や親戚、
友人。
さらに社会人になれば上司や同僚、後輩…。
日
常生活の中ではマスコミの影響なんかとても大きいで
すよね。
今回は、最近私に大きな影響を与えてくれた患者さ
ん（Aさん）
の話です。
これまで病気という病気にかかっ
たことはなかったのですが、
もうすぐ90歳を迎えようとし
ていた矢先に癌が判明。手術はできず抗癌剤治療をし
ていましたが、徐々に体力は落ちていきました。
そんな
折、Aさんは私に
「人生百年時代」
と題した手記をお渡
しくださいました。冒頭に
『今の私、
どう生き抜くべきか、
またどう生きるべきか。いつかこの世を去る時が訪れ
る。今の瞬間を楽しむ』
とありました。
ところどころ省略し
ますが、
『 思わぬ病魔におそわれ、残念ながらどうする
こともできない。
でも私は決して悔いてはいない。…健
康な体を親から授かり受け、本当に奇跡感謝の念で

外来からのお知らせ
２月 2日
（火）
２月 9日
（火）
２月１１日
（祝）
２月16日
（火）
２月２３日
（祝）
２月２６日
（金）

耳鼻咽喉科 荒木Ｄr.
耳鼻咽喉科 荒木Ｄr.
休診日
耳鼻咽喉科 荒木Ｄr.
休診日
総合診療科 山下Ｄr.

変更
２月１５日
（月） 眼科 沖坂Ｄｒ．
受付時間１１時まで
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。
※休日急患当番医は次ページをご覧ください。
広報 おがの
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救急告示医療機関

休日急患対応

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。

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。

思 いつくまま気のむくまま 46

いっぱいだ。
ありがとう』
と続きます。
その中で、青春時代
に影響を受けた映画「生きる」
についても言及がありま
した。
「ゴンドラの唄」
を歌っている映画のワンシーンが
とても印象的だったようで、
『大好きで毎日口ずさみ癒
された』
とありました。私も
「ゴンドラの唄」
さっそく聞いて
みました。一番の最後のフレーズ、
「明日の月日はないも
のを」、三番の最後は「今日は再び来ぬものを」、
しみじ
みとしたメロディーです。病床で、私にも歌って聞かせて
くれたAさんの姿がいまでも焼き付いています。
そんなA
さんの手記の最後には、
『 限られた日々今を精いっぱ
い生きよう』
と結ばれていました。
生きる日のよろこび、悲しみ。
一日一日が新しい彩りをもって息づいている。
(岡本太郎：芸術家)
人生とは今日一日のことである。
(デール・カーネギー：米、小説家・評論家)
時間の使い方は、
そのままいのちの使い方になる。
(渡辺和子：シスター、
ノートルダム清心学園前理事長)
ある患者さんが診察の終わりにこんなことを言って
いました。
「思い通りにならないことばかり。結局、現状を
受け入れるかどうかなんですよね」。
そのとおり、最終的
には受け入れることなんでしょう。
前向きなてっちゃん、残された日々を前向きに歩んで
いるAさんたちのいい影響をもらって、今を受け入れつ
つ今月も頑張りたいと思います。
院長

内田

望

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。

発熱外来

休診
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休日急患当番医

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。

婦人科外来の受診について
秩父郡市内で婦人科診療をしている病院は大変少なく、当院でも大勢の患者さんを診察して
います。そのため、待ち時間を軽減できるよう、予約制とさせていただいております。
症状があり緊急に診察をご希望の場合は、必ず電話連絡のうえご来院ください。状況によって
は、医師の判断により診察できない場合がありますのでご了承ください。

秩父郡市医師会
休日診療所(熊木町)

期日

診療時間／9:00〜18:00

2月7日
11日
14日
21日
23日
28日

在宅当番医療機関

期日

2月7日
11日
医師会休日診療所
14日
(内・小)
21日
熊木町 ☎23-8561
23日
28日

広報 おがの

期日

診療時間／9:00〜18:00

金子医院
（内）
皆野町
大谷津医院
（内･小） 阿保町
小鹿野中央病院
（内）小鹿野町
関根医院
（内･外） 日野田町
健生堂医院
（内･外） 東町
小鹿野中央病院
（内）小鹿野町

☎62-0039
☎22-6329
☎75-2332
☎23-0777
☎22-0270
☎75-2332

診療時間／8:30〜翌日の8:30

2月7日
秩父市立病院
11日
14日 皆野病院
21日
23日 秩父市立病院
28日

桜木町
皆野町
桜木町

※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。 ※18:00以降は必ず電話でご確認のうえ、
受診して
※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。
ください。

平日夜間急患対応
曜日

医療機関

月
水
火・木・金
2月25日(木)
のみ

電話

☎62-6300
皆野病院
☎22-3022
秩父病院
秩父市立病院 ☎23-0611
皆野病院

平日夜間小児初期救急対応

土曜夜間急患対応

☎62-6300

期日

2月6日･
20日

医療機関

皆野病院

電話

☎62-6300

13日･27日 秩父市立病院 ☎23-0611

曜日

あらいクリニック ☎25-2711
月
秩父病院
水
☎22-3022
秩父市立病院
火・木・金
☎23-0611

※必ず電話でご確認のうえ、受診してください。2月25日(木)

のみ

※必ず電話でご確認のうえ、受診してください。

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

☎＃７
１１９ (シャープ7119番)

ダイヤル回線、
Ｉ
Ｐ電話、
ＰＨＳの場合

☎０
４８-８２４-４１９９

医療機関

電話

ヨコゼ診療所

☎23-3311

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。

小鹿野町いつでも健康相談
心と体のさまざまな相談に24時間体制で医師や専門スタッフが
お答えします。

☎０
１２０-５５４-２４５
※小鹿野町民のみ利用できます。

埼玉県精神科救急情報センター
夜間・休日において、精神疾患を有する人や、そのご家族などか
らの緊急的な精神医療相談を電話にて受け付けています。

☎０
４８-７２３-８６９９
受付 平日(月〜金)／17:００〜翌日8:30
土・日・祝日／8:30〜翌日8:30

発熱したとき、どうしよう？
①かかりつけ医がいる人
かかりつけ医に電話で相談

ホームページが見られない人は【埼玉県受診・相談セ
※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

ンター】☎048-762-8026

FAX048-816-5801へご

連絡ください。
問合せ

秩父郡市医師会☎２２-０５７０

お近くの医療機関又は埼玉県ホームページに掲載さ

秩父保健所☎２２-３８２４

れている
「埼玉県指定診療・検査医療機関」検索シス

保健課☎７５-０１３５

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。
広報 おがの

2月号
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保 健· 福 祉

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。

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。

特集 フレイルについて知ろう
高齢になればある程度の衰えは自然な事です。

町では、
この関節疾患の割合が、女性では全国の同

様々な要因が重なり介護状態になる人も増えてきま

規模市町村と比較して多く、
６０代から増加傾向にあり

す。介護状態の手前のことを
「フレイル」
と言い、
フレ

ます。
（ 令和元年度国保医療費より）
関節疾患は筋力

イルは適切なケアによって健常な状態へと戻ること

の低下から始まります。できるだけ早期に、自身の状

が可能とされています。

態把握とフレイル予防に取り組みましょう。

フレイルに陥りやすい要因の一つに、変形性膝関節
症などの関節疾患があります。
膝・股・腰などの関節に発症すると、痛みや変形、可
動域制限などを生じ、歩行や移動動作などの生活の
質も低下させます。

社会的フレイル
閉じこもり、
困窮、孤食など
身体的フレイル
痛みによる活動低下、
関節疾患など

心理的・認知的
フレイル
うつ、認知機能低下

人混みを避けて、少人数で散歩する。
家の中や庭などでできる運動
（ラジオ体操など）
座っている時間を減らし、足踏みをするなど身
体を動かす。
2 食生活のポイント
低栄養を予防し、免疫力を低下させないため
に、三食欠かさずバランスよく食べましょう。
3 口腔ケアのポイント
基本は歯みがき。毎食後、寝る前に歯みがきを
しましょう。
4 人との交流のポイント

手を考えておく。

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、11
月30日に開催された講演会をご紹介します。
テーマ 見直しましょう！フレイル(低栄養)予防の食事
講師 十文字学園女子大学准教授 古明地夕佳 先生
内容 フレイル予防の食生活ポイント(講演スライドより抜粋)
その人にあった適量を、
しっかり食べること。
自分の標準体重や肥満度を確認する。
肥満度(BMI)の算出 体重kg÷身長ｍ÷身長ｍ
適正範囲 18〜49歳 18.5〜24.9
50〜64歳 20.0〜24.9
65歳以上 21.5〜24.9

食事は3食を基本に、食事のリズムから生活リズムを整えましょう。
1日2回以上は
『主食・主菜・副菜』の組み合わせで食べましょう。
脱水に注意するため、水分は1日1.5ℓ〜2ℓ
（食事に汁物をつける
+湯飲みに7杯程度）
を目安に摂取しましょう。
2月号

日時

2月18日
（木）
10:00〜13:00

日時

3月6日
（土）
10:00〜12:30

場所

いきいき館・調理実習室

場所

両神ふるさと総合会館・3階調理実習室

定員

6人
（申込順）

対象

親子
（お子さんは5歳以上）

内容

温かいおっきりこみを、麺から作ります。

定員

8人
（申込順）

費用

1人200円
（材料代）

内容

三色団子作り
（野菜を練り込んだお団子を作ります）

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

持ち物 エプロン、三角巾、
タオル、
マスク、飲み物、小皿、
お箸

申込

申込

2月15日(月)までにお申し込みください。

郷土料理ボランティア

私たち
頑張って
います

郷土料理は親が作るのをずっと見てき
て、今はそれを思い出し見よう見まねで
やっています。
郷土料理を伝承していきたいと思い、
郷土料理伝承ボランティアに参加しまし

交換を忘れていませんか？
お手元のマイレージカード（緑）を
ご確認ください
交換期限は3月31日
（水）
までです。交換は、
お早めに。

『埼玉県コバトン健康マイレージ』を
ご存じですか？
自分のスマートフォンで参加できます！
無料アプリをダウンロードして登録をするだけで、
自分

条件

必須ポイント4点
（カードの左上）
が必ず必要です。

のスマートフォンが歩数計になります。歩いた歩数をス

方法

交換は、保健課窓口のみです。

マートフォンからデータ送信するとポイントが貯まりま

内容

10〜19点⇒達成賞

す。

20〜29点⇒達成賞+500円相当(但し、健診のみで交換

埼玉県コバトン健康マイレージアプリ紹介のホーム

の場合は達成賞のみ)

ページはこちら

30点以上⇒達成賞+1500円相当

https://kobaton-mileage.jp/portal2/application.

注意点

html

カードは一人1枚、1回のみの交換です。カード

までお持ちください。
期限

3月31日
（水）
まで

看護師を目指す皆さんへ
ご存じですか「就学資金貸付制度」

世代や子どもたちに教えたところ、私自身
も楽しくできました。これからも小鹿野の
郷土料理が若い人に受け継がれていくこ
とを願っています。私たちも日々、小鹿野
町の郷土料理を学びながら楽しくボラン
ティア活動をしていきたいと思います。

▲Androidご利用の方

▲iPhoneご利用の方

町には、将来、町が指定する医療機関において看護師
として地域医療に携わっていただける学生に対する修学
資金をお貸しできる制度があります。
この制度は、一定の条件を満たした場合、修学資金の
一部又は全部の返済
（償還）
が免除されるものです。この
制度を利用し、夢を実現してみませんか。

乳児健診

た。12月に親子郷土料理教室で、若い親

（60代女性）

2月15日(月)から申し込みを受け付けます。3月3日
（水）

を複数枚持っている場合は全てのカードを、保健課窓口

買い物や移動など困ったときに助けを呼べる相

健康講演会を開催しました

広報 おがの

三色団子を親子で作ろう

い。

1 運動のポイント

埼玉県ホームページより

おやこ郷土料理教室 Hm1

おっきりこみを作ろう

フレイルを予防する4つのポイント

家族や友人と電話で話す。
いつの間にか介護状態へ！

郷土料理教室 Hm1

広報 おがの

までに両神公民館(☎79-1311)又は保健課へお申し込みくださ

を行う。

様々な要因で発生するフレイルの図
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保健・福祉

3歳児健診

日時

2月25日(木)13:00〜13:45

日時

2月19日(金)13:00〜13:45

場所

児童館

場所

児童館

該当児 ［3か月健診］
令和2年10月、11月生まれ

対象児

平成29年6月〜9月生まれ

［6か月健診］
令和2年7月、8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

［12か月健診］
令和2年1月、2月生まれ

スタオル、検尿、視聴覚アンケート

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
広報 おがの
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保健・福 祉

1
月の Hm

予約が必要な教室
開催日

長寿筋力アップ
トレーニング
教室
バランス
ボール教室
ヘルスアップ
教室

①2/3(水)・17(水)
②2/10(水)・24(水)
③2/4(木)・18(木)
④2/25(木)
※11日は休み

申込＆問合せ
時間

2/22(月)

2/12(金)
2/19(金)
2/26
（金）
※5日は休み

定員

場所

19:00〜20:00

13:30〜15:00

いきいき館

持ち物

いきいき館 8人

18:00〜20:00 いきいき館 10人
①9:30〜10:30
②11:00〜12:00 いきいき館
③14:30〜15:30

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。

▶問合せ／総務課 ☎75-1223
（直通）

内容

各回15人
筋力トレーニング等
運動のできる服装、 （トレーニング機器
飲み物、
バスタオル、 は使いません）
マスク
各回8人 運動のでき
る服装、飲み物、マスク

児童館

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

大小のボールを
使用する運動
高精度体組成測定と
骨密度測定、結果説明
高精度体組成測定、
結果説明
ストレッチ体操、
筋力トレーニング、
ステップ体操

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)
17:30〜20:00
※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。

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 ２月12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。2月10日
（水）
ま
でにお申し込みください。
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公正・中立の立場から、行政などへ
の苦情や意見、要望を受け、その解決
や実現を促進します。
毎月第3月曜日実施
※休日の場合は翌日
日時 2月15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

法律相談

▶問合せ／総務課 ☎75-1223
（直通）

隔月(奇数月)実施
日時 3月16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。
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）

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。

いきいき館に新しいトレーニング機器が入りました！ SONIX
（ソニック）
音波刺激全身運動機器
音波刺激全身運動は
【筋力強化・引き締め効果・血液及びリンパ循環】
を助け、姿勢やバランス感覚の強
化などに適しています。
健康な人はもちろん、高齢者、そして女性にも無理なく刺激運動することができます。ぜひご利用ください。
※疾患のある人は、事前に主治医にご相談ください。
※いきいき館を初めて利用する場合は、初回講習会を受講してください。

『お茶会・交流会』に参加してみませんか？

定期無料相談

行政相談

保健課☎75-0135
（直通）

15:00〜16:00 児童館

2/18(木)・26(金)
10:00〜11:00
（いずれか1日の参加）

高精度体組成計
2/17(水)
測定日

ステップ体操

緊急事態宣言解除の可否により、各教室については延期、中止の
場合があります。
参加希望する人は、保健課までご確認ください。

相談員

2

無料相談

バンビちゃんの会 Hm1

音楽や運動で認知症を予防する介護予防教室です。
日時 2月18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

オレンジカフェ「笑顔」Hm
1

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 2月9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。

人権相談

※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。
＊秘密は厳守しますので、お気軽にご利用ください。

移住相談

▶問合せ／総合政策課 ☎75-1238

小鹿野町へのＵＩ
Ｊ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

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

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。

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

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 3月2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。

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、 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
ご家族からの相談をお受けします。
日時 月〜金曜日9:00〜16:00
ひきこもりの原因や解決策はさまざ
(12:00〜13:00を除く)
まです。一緒に考えていきますので、
相談員
専門相談員
ご相談ください。
場所
秩父市消費生活センター
日時 2月8日(月)13:00〜16:00
(秩父市役所本庁舎2階)
相談員 臨床心理士
場所 保健福祉センター
こころの悩み何でも相談
日 時 2 月 1 日 ( 月 ) 、1 8 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
埼玉県
談ください。

▶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。

広報 おがの

認知症に関する相談

▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

物忘れなどの生活の不安・介護全般
日時 ①2月9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。

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時間受付）

保健医療部保健医療政策課
FAX048-830-4808
秩父保健所FAX22-2798

広報 おがの
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学校 教 育だより

教育
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課
☎79-1201

あいさつ ― 夢と志を育む教育 ―
子どもたちが生きるこれからの社会は、様々な地球環
境の変化や人口減少、情報化、
グローバル化といった社
会的変化が加速度的に進展することが予想されており
ます。新型コロナウイルス感染症対策への対応も、世界
的な大きな課題となっております。
このような社会を生き
抜く子どもたちにとって、
「困難を乗り越える力」
「新たな
課題の解決に向けて行動する力」、
さらには「仲間と協
力して社会の向上に資する力と態度」が必要となってき
ます。そこで、私は「夢と志を育む教育」を推進していき
ます。
小鹿野町の子どもが、将来の「夢」を描き、
より具体
的な憧れを抱き、
その実現に向けて「志」を立てて、努力
し続ける、
そんな子どもに育てていきたいと考えておりま
す。
このことが、子どもたちが、
自ら学力を高めていくため
の礎となり、
自己実現への原動力となります。

受検率大幅にアップ ― 小鹿野未来塾 漢検・英検講座修了 ―
新教育長 武藤彰男

「夢を描き、憧れを抱き、
その実現に向けた志」を育む
ためには、
やはり、家庭・学校・地域の連携協力が必要で
す。学校教育においてはもちろん「努力を重ねる姿」
「何
かをやり遂げる姿」等々、
その姿が家庭においても地域
社会においても認められる体験が必要となります。
この
ような成功体験を積み重ねることが、
自分の力を信じる、
つまり自己肯定感を高め、困難を乗り越える力、新たな
課題の解決に向けて行動する力、仲間と協力して社会
の向上に資する力と態度の育成につながります。
こうした考えに基づく教育に、
まさに今取り組んでいる
ところです。今まで進めてきた教育施策については、
まだ
道半ばでございますので「継続・徹底」をキーワードと
し、
さらに推進していきたいと考えております。
町民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い
いたします。

今年度も各種展覧会や作品展において子どもたちの輝か
しい活躍がありました。新たに表彰されたものを紹介します。
【文部科学大臣賞】全国図書館を使った調べる学習コンクール
笠原 葵さん（長若小）
【優良賞】全国図書館を使った調べる学習コンクール
北 光輝さん（長若小）
【すてきなデザイン・アイデア賞】全国ゆうちょアイデア貯金
箱コンクール 石田隆真さん（三田川小）
【埼玉県知事賞】埼玉県民の日記念絵画コンクール
渡邊瑠菜さん（小鹿野小）
【埼玉県知事賞】埼玉県民の日記念絵画コンクール
前野若菜さん（長若小）
【埼玉新聞社社長賞】福祉のための埼玉県児童生徒美術展
覧会 田中実玖さん（長若小）

英語検定には、両講座の受講者の約９８％にあたる１３１人

から、漢検チャレンジスクール５回、英検チャレンジスクー

が検定を受けました。中学生未来塾を受講している中学

ル４回の実施となりました。講座修了後のアンケートで

生と併せて、昨年度より約６０人程多い２７８人が町の助成

は、下表のとおり、受講者の多くの皆さんから高評価をい

を受けて、検定に挑戦しました。

ただくことができました。
１０月に行われた漢字検定及び
アンケート集計結果

漢検チャレンジ 英検チャレンジ

質問項目
講座に参加して
楽しかった

８８％

講座はわかりやすかった

９１％

９４％

漢字､英語への
関心が高まった

９４％

１００％

８８％

漢検回答率97％ 英検回答率92％
（令和２年11月実施）

受講生の感想
受検という経験を初めてしたので、
とても良い機会になりまし
た。
（小学生）
未来塾があったので、目標に向かって努力できました。
（ 小学
生）
受検のやり方
（勉強法）
がわかったので良かったです。
（中学生）
ていねいにわかりやすく教えて頂きました。親子で頑張れまし
た。
（保護者）

驚きや新たな発見がいっぱいの小学生科学不思議講座
すご～い！

製作などの工夫を凝らした大変興味深い講座を、小鹿野高校理科

埼玉県には、それぞれの
指導分野において著しい
効果をあげている教職員
を表彰する制度があります。
今年度、小鹿野中学校の佐
藤典靖教諭が、国語科指導
や教職員研修での実践を
認められ表彰されました。
佐藤教諭のコメント
「皆さ
んのお陰で、
このような賞
をいただくことができました。ありがとうございまし
た。気を緩めず、小鹿野町のため、生徒のために精
進していきますので今後もよろしくお願いいたしま
す。」

科学の不思議や新しい発見に子どもたちは驚きの目を輝かせてい
ました。
講座修了後に実施したアンケートでは、参加児童全員が
「講座は
楽しかった」
と回答し、
「小学校ではできないことができた」
「
、全部の
講座が楽しかった」
「
、高校の先生に教えていただき楽しかった」
など
の感想から、講座への高い満足感が伺えました。
｢液体窒素で低温の世界を学ぼう｣授業の様子

令和３年度
小鹿野未来塾参加者募集
町では、令和３年度も小鹿野未来塾の
「漢検チャレンジ
スクール」
「英検チャレンジスクール」
「中学生未来塾」
「小
学生英語体験講座
（英語劇にチャレンジ）
「
」小学生科学不

少し停滞？−令和２年度埼玉県学力・学習状況調査結果ー

思議講座」
を新型コロナウイルス感染症防止対策を考慮
しながら実施する予定です｡町内小・中学生及び保護者・

県
町

どう
なるの？

部の先生に実施していただきました。今年度は４回の実施でしたが、

埼玉県優秀教職員表彰

町

本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

小学４〜６年生を対象に、科学的な実験や星座早見盤・ストラップ

がんばってるね！小鹿野の子ども・教職員
児童生徒表彰

広報 おがの

県

家族、小鹿野高校生を対象に、新年度初め
（４月）
に各学校
から募集案内を配布し、申し込みのとりまとめを行いま

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

す。

・コロナ禍での子どもたちの学習環境や学習習
慣の変化が大きく結果に影響しているようです。
家庭での学習支援をよろしくお願いします。
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2月号

・
「学力の伸びの状況」
は、国語の伸びが全体的
に県平均を上回り、着実に力を付けている状
況にあります。

・質問紙
「規律ある態度」
の調査では、質問全１２項目のうち、
９
項目で県平均を上回りました。
・
「時刻を守る」
では、
９５％以上の児童生徒が達成しています。
学校・家庭・地域が一緒に取り組んでいるおかげです。
・課題であった
「やさしい言葉づかい」
や
「ていねいな言葉づか
い」
が身に付いてきています。あたたかな気持ちが育ってい
ることは、大変うれしいことです。
広報 おがの

2月号
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教育

１人１台のタブレット端末導入へ ― GIGAスクール構想 ―
ネットワークの強化を図り、
１月にはタブレット端末931
台を各学校に導入しました。
小学校

富士通

活動、
ドリル学習など、タブレット端末を活用した授業形

ARROWS Tab ６０６台

〔職員用･予備を含む〕
中学校

このことにより今後各学校では、調べ学習や話し合い
態を工夫したり、
オンライン授業へも対応していきます。
※ご家庭のインターネット環境が未整備の場合、新たに

Lenovo ideapad ３２５台

環境を整備する補助事業も実施しています。

〔職員用･予備を含む〕

・・み

んな

の

広場

・・・

受賞おめでとうございます

令和２年度
障害者自立更生等厚生労働大臣表彰
令和２年度
埼玉県社会福祉大会における埼玉県知事表彰

詳しくは、右二次元バーコードをご利用くださ
い。

新井

小鹿野高校美術部
高校生美術展で優秀賞を受賞
第63回埼玉県高校生美術展

（令和２年１１月２５日〜２９日 埼玉県立近代美術館）

優秀賞

奨励賞

「愛猫BRAIN」
吉田波奈さん（３年）

「深海の漁火」
金井亜弥さん（３年）

清さん（三山）

小学校用タブレット

三山の新井 清さんが令和2年度障害者自立更生等
厚生労働大臣表彰並びに令和2年度埼玉県社会福祉
大会における埼玉県知事表彰を受賞されました。障害
を克服して、自立した生活を営んで来られたことが他
の模範であると認められ、今回の受賞となりました。

ネットワーク工事

タブレットを入れる保管庫

尾ノ内渓谷の環境整備が進んでいます

中学校用タブレット

「学校における働き方改革基本方針」策定

目標

１ 教員の超過勤務時間の上限
（ワークライフバランス）
①月４５時間以内 ②年３６０時間以内
２ 業務効率の向上
（業務の適切な進行管理による業務時間の削減）
①一人一人の時間意識⇒手順と所要時間 ②組織体制⇒業務サイクルの向上

町内小・中学校の教職員の１カ月の超過勤務時間は、

自然エネルギー×ＳＤＧｓ
小水力発電設備

45時間を超える職員の割合が小学校で33.4%、中学校

願いします。
（
「学校における働き方改革基本方針」
の詳し

で80.0％でした。
（令和２年６月実施の調査結果）
依然とし

い内容については、教育委員会ホームページに掲載して

て、長時間勤務傾向が続いており、教職員の健康維持増

います）

小水力発電設備

尾ノ内渓谷氷柱実行委員会により、町では初めての
小水力発電設備が完成しました。

そこで、教育委員会では小鹿野町
「学校における働き
方改革基本方針」
を令和２年６月に策定しました。この基

間伐材を使ったウッドチップ舗装が完成しました。

大丈夫

ることで、教職員が仕事と生活を両立し、心身共に充実し
て
「子どもたちの指導に向き合える」
環境を作ることを目
的としています。
この目標を達成するために、定時退庁日の設定や休暇
取得の推進等の
「ワークライフバランスの推進」
、業務の
整理や適切な進行管理による業務時間の削減の
「業務に
対する進行管理の改善」
等、様々な取組を実践していき

※英語学習動画NO.2を作成し配信しました。

ます。

教育委員会ホームページからご覧ください。
2月号

地域ボランティアの協力により、尾ノ内渓谷広場に

簡単な手話を覚えましょう【第２9回】

本方針では、教職員の多忙化を解消し、負担軽減を進め

広報 おがの

ウッドチップ舗装整備

保護者や地域の皆さんのご理解とご協力をどうぞお

進等が課題となっています。
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間伐材×ＳＤＧｓ

湾曲させた右
手の指先を左
胸にあててか
ら右 胸にあ て
ます。

この 表 現には
「 できる」とい
う意 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.sakura.
ne.jp/video/dijub.
php
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2月号
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みんなの広 場

広報 おがの

の

實成

富惠

12月

）
は保護者・敬称略》

りつき

1日

猪山 律稀
（美和）

藤倉

7日

小林 瑠香
（恭平）

下小鹿野

るか

お悔やみ申し上げます。
神怡舘5,000人達成
7月のオープン以来皆さんに
ご愛顧いただいている神怡舘。
新年最初の営業日（1月2日）
に、めでたく入館者5,000人を
達成することができました。
今後も皆さんに愛される施
設を目指して運営していきます
ので、引き続きのご利用お願い
します。

《12月中の同意書届出・敬称略》

11月
25日

町田 照一
（９７)

藤倉

29日

芝

両神小森

30日

南 喜世巳
（９１）

河原沢

30日

柴﨑 宇平
（９０）

下小鹿野

12月

2月号

邦雄
（９５）

1日

髙𣘺 守平
（９０)

飯田

7日

眞下

登
（７６)

小鹿野

9日

吉田

昇
（６６)

小鹿野

15日

豊田 有善
（７９）

長留

17日

岩田 キヨ子
（９０）

両神薄

22日

強矢 福一
（９３）

飯田

※ご家族の同意をいただいた人のみ掲載しています︒︵同日は︑届出順︶

ご出産おめでとうございます。
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みどりの村イベント

常木きく代

井上

斉藤

岩 﨑キミ子

良子

啓子

祝悼
《12月中の同意書届出
（
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イベント

ス

両神小森諏訪神社しめ縄作り
12/13

小鹿野町消防団出初式
1/10(小鹿野庁舎前庭)

※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。

小鹿野俳句会

柚子風呂に心と心かよいけり

初詣謙虚となりし孫娘

も がり ぶえ

胸騒ぎするひと日なり虎落笛

髪染めて師走の街を急ぎけり

木村

小鹿野ひこばえ句会

葉も使ひ大根尽くしの夕餉かな

山口

浅 香 カヲル

みち

冨 田ケサ子

齋藤

どの家でも競うがごとく柿干せり

冬ざれや玉砂利三個ポケットに

あかぼしへ安寧祈りつつ歩く

足伸ばすきょうの奢りや干布団

知子

勝子

石 川ヨシ子

清水

原島

フォトニュー

ころ柿の夕日に映ゆる坂の家

柿たわわ褒め称へたる師の句集

小鹿野

情報版

窓
コロナ病む人居ぬ町や十二月

文 芸

ウマとのふれあいコーナー
日時 2月7日(日)10：00〜15：00
場所 みどりの村 子供の広場
費用 乗馬体験1人500円
※申込不要
シイタケコマ打ち体験
日時 3月14日(日)10：00〜12：00頃
場所 みどりの村 若者センター
費用 1,500円 定員 10人(抽選)
締切 2月26日(金)必着
ひょうたんライト体験
日時 3月21日(日)13：00〜15：00
場所 みどりの村 若者センター
費用 1,500円 定員 20人(抽選)
締切 3月5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。
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/

彩の国ふれあいの森のイベント
大人の木工体験
（折りたたみ式三段ラック）
日時 3月7日(日)10:00〜16:00
内容 軽くて丈夫な気軽に持ち運びができる
とても便利な折りたたみ式三段ラックを杉材
で制作します。
対象 大人
（20歳以上）
費用 3,000円/人 定員 5人
（申込順）
締切 2月28日(日)
そば打ち体験
日時 3月21日(日)10:00〜13:00
内容 地元講師の説明により、奥秩父のおい
しい水を使用し手打ちそばを作ります。
対象 小学生以上
（小学生は保護者同伴）
費用 3,000円/組
（昼食付き）
定員 5組
（申込順）
※1組4人まで
締切 3月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

募 集
熊谷高等技術専門校秩父分校
4月入校生募集
当校では、就職に必要な知識や技能を習得
していただくための実技を中心とした職業訓
練を実施しています。
募集期間
①電気設備管理科(1年)2月2日(火)〜22日(月)
②介護サービス科(6カ月)2月18日(木)〜3月8日(月)
募集定員 各科10人程度
選考 ①2月26日(金)学科、面接
②3月11日(木)面接
※定員に達した場合、募集をしないこともあります。
問合 熊谷高等技術専門校秩父分校☎22-1948

案 内
特定(産業別)最低賃金の
改正のお知らせ
令和2年10月1日から埼玉県最低賃金は、
時間額928円となりました。埼玉県最低賃金
は、埼玉県内の事業所で働く全ての労働者に
適用されます。
さらに同年12月1日から5業種の特定(産業
別)最低賃金の時間額が、非鉄金属製造業は
948円、電子部品等製造業は954円、輸送用
機械器具製造業は966円、光学機械器具等製
造業は963円、自動車小売業は962円となり
ました。
問合 埼玉労働局労働基準部賃金室
☎048-600-6205
秩父労働基準監督署☎22-3725

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〜
日 時 3 月5 日( 金 ) 1 3 : 0 0 〜 1 6 : 0 0 ( 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 ①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
②令和4年3月大学・短大・専門学校卒業予定
の人
その他 ①面接ができますので履歴書を複数
枚お持ちください。
②採用担当からの企業説明やインターンシッ
プ関連情報を聞いていただきます。
参加企業は2月下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/

秩父で働きたいあなたを応援
します！ 合同就職面接会
日時 2月18日(木)※原則予約制
場所 秩父宮記念市民会館2階・けやきフォーラム
対象 秩父郡市内での就職を希望する一般求
職者、令和3年3月大学･短大･専門学校卒業予
定者(既卒3年以内含む)、令和3年3月新規高
等学校卒業予定者
参加企業 40社(予定)
持ち物 履歴書(なくても参加可)
問合 ハローワーク秩父☎22-3215

遺言・相続無料電話相談会
埼玉司法書士会の
「遺言・相続無料電話相談
会」
が開催されます。
日時 2月20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

秩父特別支援学校作業製品展示会
日時 2月22日(月)〜3月1日
（月）
8：30〜17：15
場所 秩父市役所
（歴史文化伝承館）
内容 作業製品・美術作品の展示、学習活動
の紹介
問合 秩父特別支援学校☎24-1361

秩父地域自殺予防フォーラムの
視聴期間を延長します
秩父おもてなしＴＶチャンネル
（YouTube）
において期間限定配信を実施している秩父地
域自殺予防フォーラムを好評につき視聴期間
を延長します。ぜひご視聴ください。
視聴期間 3月31日
（水）
まで
視聴方法 視聴期間中に小鹿野町ホームペー
ジ
「秩父地域自殺予防フォーラム」
のお知らせ
からアクセスし、
ご視聴ください。
内容 講演会
「自分を支える心の技法」
講師 名越康文先生
（精神科医）
問合 保健福祉センター・保健課☎75‐0135

国民年金保険料は口座振替が
便利でお得です！
国民年金保険料の納付には、
「口座振替」
が
ご利用になれます。
口座振替には、当月分保険料を当月末に振
替納付することにより、月々50円割引される
「早割制度」
や、現金納付よりも割引額が多い
「6カ月前納」、
「 1年前納」、
「 2年前納」
もあり、
大変お得です。
口座振替をご希望の人は、納付書又は年金
手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、
ご
希望の金融機関又は年金事務所へお申し出く
ださい。
また、現金納付と割引額は同じですが、口座
振替と同様に定期的なお支払いで納め忘れの
心配がなく、金融機関等へ行く手間と時間が
省ける
「クレジットカード納付」
もあります。
※
「早割制度」
は口座振替のみです。
※4月からの
「前納」
を希望の場合は、2月末ま
でに手続きをお願いします。
問合 秩父年金事務所国民年金課
☎27-6560※音声ガイダンス2→2

リトリートフィールドMahora稲穂山
（旧ムクゲ自然公園）からのお知らせ
ムクゲ自然公園は1月30日フィールドを広
げ新たにオープン。新しい名称は
「リトリート
フィールドMahora稲穂山」
です。
「まほら」
は
美しい場所の古語。
秩父紅開花＆吉田廸子作品展
まぼろしの福寿草と言われているオレンジ
色の福寿草「秩父紅」が開花。また、森の美術
館では
「吉田廸子作品展」
も開催します。
日時 1月30日
（土）
〜3月10日(水)10:00〜
16:30
場所 森の美術館
費用 整備協力金500円
（中学生以上）
問合 リトリートフィールドMahora稲穂山
（旧
ムクゲ公園）
☎62-1688

みんなのオペラ教室
「やねうらのミーニャ」
ちちぶオペラの出演者たちが、
ワークショッ
プ形式のコンサートでオペラの楽しさを伝え
ます。
日時 2月21日(日)14:00〜
場所 秩父宮記念市民会館・大ホールフォレスタ
出演 歌：薗田真木子ほか、ピアノ：乙益乃衣、
工作：笹久保均
参 加 費 中 学 生 まで 5 0 0 円 、高 校 生 以 上
1,000円 ※4歳以下無料
定員 300人
問合 ちちぶオペラ(新井)☎090-3331-3297
広報 おがの
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