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　満開に咲いた桜の中、33人の子どもたちが入園を迎えました。元気いっぱい遊んで
楽しいこども園生活を過ごしてください。

おがのこども園入園式　4/2
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4月1日現在　   【世帯数】4,636世帯
　　　　　　 　【総人口】11,077人【男性】5,499人【女性】5,578人
3月中の異動　 出生5人/死亡27人/転入20人/転出96人

2021（令和3年）NO.188 広報おがの／令和3年5月1日発行
編集・発行：小鹿野町役場（両神庁舎・総務課）　〒368-0102秩父郡小鹿野町両神薄2906番地　
TEL0494-75-1221㈹　FAX0494-75-2819

戸籍の窓
合角ダム貯水量状況
（令和3年4月15日現在）
貯水位　327.69ｍ
貯水量　10,077,300㎥
貯水率　98.3％各種ゴミ収集日  各世帯に配布してあるごみ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（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（両神庁舎のみ） 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.jp32

※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。

▲開放
▲お庭で遊ぼう
▲ほっとハグくむ
　ママサロン
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲開放
▲お庭で遊ぼう
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
■体組成計測定日

▲親子ふれあい遊び
●バランスボール教室
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲開放
▲すくすく
　（手作りおもちゃ）
●交流会
■ステップ体操

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

▲開放
▲すくすく
　（発育相談・計測）
■ステップ体操
◆特定健診

▲開放
▲子育て相談
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲サーキット遊び
■日中開放
■長寿筋トレ教室
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［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/●けんこう交流館（旧児童館）/◎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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2021

5生活カレンダー
小鹿野町

▲発育測定・栄養相談
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲発育測定・栄養相談
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲開放
■長寿筋トレ教室
■日中開放
◆バンビちゃんの会

▲開放
■日中開放
◎こころの悩み
　何でも相談

▲開放
●産後ケアプログラム講座
■日中開放
◆献血

▲開放
●産後ケアプログラム講座
■日中開放
■骨密度・体組成
　計測定日
◎ひきこもり相談

▲公園で遊ぼう
　（みどりの村）
●1・6、2歳児健診
◎認知症相談日

▲年齢別講座よちよち
●認知症家族会
◎こころの悩み
　何でも相談

▲開放
●はぐくみ相談（ことば）
◆オレンジカフェ
　「笑顔」
◎認知症相談日

▲開放
●ベビーウェアリング
　体験教室
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲開放
■日中開放
◆特定健診

▲開放

▲開放
▲すくすく
　（発育相談・計測）
●長寿筋トレ教室
■ステップ体操

▲開放
▲すくすく
　（離乳食試食・相談）
■ステップ体操

★図書館休館日

★図書館休館日

◆新型コロナ
　ワクチン接種
☆おはなしひろば

◆新型コロナ
　ワクチン接種

◆新型コロナ
　ワクチン接種

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

国民健康保険税　随時期
4月30日(金)までに納めて
ください。

今月の納税今月の納税

世界赤十字デー憲法記念日 みどりの日 こどもの日
端午・立夏

母の日 看護の日

小満

世界禁煙デー 気象記念日 歯と口の健康週間 環境の日•芒種

町民インディアカ大会

※5月1日(土)は出生届、死亡届の受け付けのみ行います。



●●小鹿野中学校●●

祝祝

令和3年度
管内こども園・小学校・中学校
就学園児・児童・生徒  入園・入学者数

こども園

おがのこども園
男児
18

女児
15

計
33

中学校

小鹿野中学校
男子
59

女子
49

計
108

小学校

小鹿野小学校
長若小学校
三田川小学校
両神小学校
合計

学校名 男子 女子 計
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3
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●●小鹿野小学校●●

●●おがのこども園●●
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町政 Pick Up! 町政 Pick Up!



ちちぶ安心・安全メールなどを
ご活用ください
ちちぶ安心・安全メールなどを
ご活用ください

古い防災行政無線の受信機を
引き取っています
古い防災行政無線の受信機を
引き取っています

　町で発令する避難情報等は防災行政無線での放送の
ほか、メール配信サービス「ちちぶ安心・安全メール」や
「小鹿野町公式LINE」でもお知らせしています。サービス
の利用には事前登録が必要です。町外にいるような場合
でも、重要な情報を手に入れられるようになりますので、
ぜひご活用ください。
ちちぶ安心・安全メールへの登録はこちら
　インターネットに対応している携帯電話、スマートフォ
ンから下記の専用サイトにアクセスして、表示
されるメニューにしたがって登録してください。
https://service.sugumail.com/chichibu/
小鹿野町公式LINEへの登録はこちら
　LINEの「友だち追加」から「ID検索」で「@ogano」を登
録、又は右のコードから表示されるメニューに
したがって登録してください。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1221

　昨年度新しい防災行政無線の受信機を無償配付しまし
たが、使用できなくなった古い受信機を町で引き取ってい
ます。下記の場所、時間で受け付けておりますので、古い
受信機をお持ちの人はご都合のよい時にお持ちください。
場所●小鹿野町役場 両神庁舎
　　　8:30～17:15
　　　（平日、土・日・祝日いつでも可）
　また、新たに町内へお住まいに
なった人につきましては、新しい
受信機を無償で貸与しますの
で、両神庁舎・総務課へお問い合
わせください。
※各家庭への貸与は基本的に1
住宅1台ですが、複数の住宅を所
有されている人は、総務課までご
連絡ください。
問合せ●両神庁舎・総務課
☎75-1221

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

身体障害者又は精神障害者に対する軽自動車税（種別割）の減免身体障害者又は精神障害者に対する軽自動車税（種別割）の減免

　軽自動車税(種別割)は、毎年４月１日現在で原動機付
自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車・ミ
ニカーを所有している人が町税として納める税金です。ま
た、自動車税(種別割)は普通自動車・大型自動車等を所
有している人が県税として納める税金です。
　軽自動車税(種別割)の納付場所は、両神庁舎・会計課、
保健福祉センターのほか各金融機関・郵便局・コンビニエ

ンスストア又はスマートフォンアプリで納めることができ
ます。5月31日（月）の納期限までに忘れずに納めてくださ
い。
※自動車税(種別割)につきましては、町役場で納めること
ができませんので、金融機関やコンビニエンスストア等で納
めてください。詳しくは埼玉県税務課（☎048-830-2659）
までお問い合わせください。

　身体又は精神に障害のある人（障害者と同一生計）は、
障害の程度により軽自動車税(種別割)の減免を受けるこ
とができます。
　令和3年度の減免を受けようとする人は、納期限（5月
31日（月））までに減免申請書を両神庁舎・税務課へ提出
してください。
　減免申請書を提出される人は、納税通知書・障害者手
帳・運転免許証・車検証・印鑑・個人番号の記載書類（マイ

ナンバーカード・通知カード等）が必要になります。
　なお、減免は１人につき１台の自動車に限られています
ので、自動車税(種別割)の減免を受けている人は、軽自動
車税(種別割)の減免は受けられませんのでご注意くださ
い。
問合せ●両神庁舎・税務課☎75-4125
※自動車税等の減免については、秩父県税事務所（☎
23-2121）までお問い合わせください。

令和3年度　
町県民税所得・課税（非課税）
証明書の交付開始日

令和3年度　
町県民税所得・課税（非課税）
証明書の交付開始日

　令和3年度の町県民税所得・課税（非課税）証明書は
6月1日（火）から交付します。
　なお、本人と同一世帯以外の人が証明書を取得しよう
とする場合には委任状が必要です。
問合せ●両神庁舎・税務課☎75-4125

旧型戸別受信機

旧型防災ラジオ

マイナンバーカードの
申請・交付等の土曜日臨時窓口の開設について
マイナンバーカードの
申請・交付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
申請・交付等の臨時窓口を5月22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。
※平日（8：30～17：15）も受け付けしています。

日時●5月22日（土）9：00～17：00
場所●両神庁舎・住民生活課窓口
問合せ●両神庁舎・住民生活課☎75-1418

新任行政相談委員の紹介新任行政相談委員の紹介
　令和2年度をもちまして、長年、行政相談委員としてご
尽力をいただいた髙橋稔さんと黒澤英子さんが退任とな
りました。
　代わって猪野龍男さん、岩嵜愛美さんの2人が令和3年
4月1日付で総務大臣から委嘱されました。
　行政相談委員は、住民の皆さんから広く行政に対する
苦情や意見・要望などをお聞きして苦情の解決を促進す
るとともに、それらの意見をもとに行政運営の改善を進め
ることに務めます。また、行政相談委員は、定期的に相談
を受けるほかに、自宅でも相談に応じていますのでお気軽
にお申し出ください。

　なお、相談日は広報の「定期無料相談（今月号は26ペー
ジ）」に掲載していますのでご確認ください。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1223

小鹿野町特別職等の紹介小鹿野町特別職等の紹介
　3月議会定例会において、議会の同意を得て小鹿野町
特別職等に就任されましたので紹介します。

公平委員会委員　
加藤八十夫さん（新）
（令和3年3月12日就任）

猪野龍男さん 岩嵜愛美さん

入札結果のお知らせ入札結果のお知らせ ※金額は消費税込み

▲令和3年3月18日決定分

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間

役場庁舎移転に伴うPC端末等移転業務 小鹿野町小鹿野地内 2,075,150円 彩ネット株式会社 ～令和3年5月14日
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小鹿野町結婚新生活支援事業費補助制度が始まります小鹿野町結婚新生活支援事業費補助制度が始まります
　町では、新婚世帯の新居の取得・賃借・引越し費用の一
部補助を行います。補助金額は1世帯当たり29歳以下60
万円、39歳以下30万円を上限とします。（年齢区分は、夫
婦のどちらかの高い方とします。）
対象世帯●4月1日から令和4年3月31日までに婚姻届を
提出し受理された夫婦で、直近の所得証明書をもとに、夫
婦の年間所得金額を合算した額が400万円未満であるこ
と等の要件を全て満たす世帯

申請期限●令和4年3月31日まで（3月に婚姻等の予定の
人は2月中にご連絡ください。）
※詳しい内容については、町ホームページでご確認いた
だくか住民生活課子育て包括支援室へお問い合わせくだ
さい。
問合せ●両神庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

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

　きること。
■活動内容や技術等に関する情報を広く公開すること　
　など。
交付決定●申請内容を協議会で審査し、予算の範囲内で
決定します。（7月下旬予定)
申込＆問合せ●申請書を5月10日(月)から6月18日(金)
までに、両神庁舎・産業振興課に提出してください。なお、
申請書は産業振興課にあります。また、ホームページ「森
の活人」からもダウンロードできます。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

　町では、町の農業振興及び町内農地の有効活用を目的
とした「しゃくし菜栽培参入支援補助金」事業を開始しま
す。この制度は、新制度となるため、申請書類を提出する
前に、産業振興課にて事業の説明を行いますのでお問い
合わせください。
対象●町内に住所を有する個人又は法人で、過去5年間、
しゃくし菜の出荷実績がないこと。
条件等
■500㎡以上の町内の農地で、新たにしゃくし菜を栽培す
　ること。
■栽培したしゃくし菜を販売すること。
■ちちぶ農協が開催する栽培講習会に参加すること。

■町税の滞納がないこと。
補助金額●栽培に必要となる経費の1/2以内（上限20万円）
申請方法●希望者は、5月21日（金）までに産業振興課へ
ご連絡ください。
※今年度の補助対象者は2人を予定しています。
その他
■補助金受給後の翌年度から3年間は栽培状況等の経過
報告をお願いします。

■補助金受給後の翌年度から3年のうちに、1回以上の出
荷実績がない場合は、補助金の返還をお願いすること
があります。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

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

しゃくし菜栽培参入を補助しますしゃくし菜栽培参入を補助します

町職員（介護支援専門員）を募集します町職員（介護支援専門員）を募集します

集落支援員（ひきこもり相談支援員）を募集します集落支援員（ひきこもり相談支援員）を募集します
　ひきこもり者（18歳以上の人で原則として6カ月以上家
庭にとどまっている人）及び家族等を支援する業務を行う
ため、ひきこもり相談支援員を募集します。審査のうえ業
務委託により、支援活動を行っていただきます。
応募期間●5月6日（木）～5月31日（月）午後5時必着
募集人数●1人
応募資格●町内に住所を有する人で、次のいずれかに該
当する人
・社会福祉士　　・精神保健福祉士
・保健師　　　　・社会福祉主事
・施設、病院、その他支援機関で相談援助の実績がある人

活動内容
■本人や家族に対する電話・面接・訪問等による相談・助言
■リーフレットの作成・配付などの広報周知活動
■その他の支援活動
申込書配付場所●保健福祉センター・福祉課
提出書類●以下の書類をそれぞれ2部福祉課の窓口に持
参するか、郵送で提出してください。
①ひきこもり相談支援員応募申込書
②事業実施計画書及び収支予算書
③資格を証明する書類
申込＆問合せ●保健福祉センター・福祉課
〒368-0105小鹿野町小鹿野300番地☎75-4109

募集職種●介護支援専門員
募集人数●1人
受験資格
・昭和42年4月2日以降に生まれた人
・主任介護支援専門員証を保持している人又は令和3年
度中に主任介護支援専門員の研修を受講する人
・日本国籍を有し、地方公務員法第16条に規定する欠格
条項に該当しない人
・普通自動車免許(ＡＴ限定可)を取得している人

試験方法●作文及び面接試験
採用予定日●令和3年10月1日
応募方法●(主任)介護支援専門員証の写し及び市販の
履歴書に写真を貼り必要事項を記入のうえ、6月11日
(金)までに両神庁舎・総務課へ郵送又は持参してくださ
い。後日、試験日時を連絡します。
申込＆問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1221
〒368-0201秩父郡小鹿野町両神薄2906番地

子どもの遊び場推進会議委員を募集します子どもの遊び場推進会議委員を募集します

①公共施設や民間住宅等での木材
利用の推進

秩父産木材の利用促進及び普及啓発を図る。 1事業者につき20万円(定額)

②新たな森林産業への支援 秩父圏域の豊富な森林資源を活用し、特産品化を
進め、新たな森林産業の育成を図る。

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

③森林・林業分野における人材育
成・雇用への支援

新規就労者や担い手の確保、育成及び従業者の技能
向上を図る。

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

④森林・林業に関連するイベントへ
の支援 秩父圏域における森林・林業の活性化やＰＲを図る。 １事業につき10万円(定額)

水道管漏水調査のお知らせ水道管漏水調査のお知らせ
　水道管の漏水を早期に発見するため、漏水調査を実施
します。
　調査の際には、秩父広域市町村圏組合水道局が委託し
た漏水調査員が、宅地内のメーターボックスがある場所
まで立ち入る場合があります。漏水調査員は、組合で発行
した身分証明書を携行し、腕章を着用しています。ご理解
とご協力をお願いします。
調査時期●令和4年3月31日まで

調査時間●【宅地内】8:30～17:00
　　　　　【交通量の少ない道路】8:30～17:00
　　　　　【交通量の多い道路】21:00～3:00
調査区域●小鹿野町全域
委託業者●株式会社サンスイ北関東支店（上尾市）
　　　　　☎048-783-0880
問合せ●秩父広域市町村圏組合水道局・西秩父事務所
　　　　☎75-0043

※補助事業の詳細については、「森の活人」ホームページをご覧ください。

補助の目的 補助金限度額

　町では、次世代を担う子どもたちが自然の中で自由な
遊びを通じて、生きる力を育んでいくことができる子ども
の遊び場へのご意見や遊び場運営に参加いいただける委
員を募集します。町民なら誰でも参加できます。応募いた
だける人は、5月31日（月）までに両神庁舎・住民生活課へ

お申し込みください。
　また、詳しくは、町ホームページをご覧ください。大勢の
皆さんの参加をお待ちしています。
問合せ●両神庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101
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65歳以上の皆さんへ
介護保険料が決まりました
65歳以上の皆さんへ
介護保険料が決まりました

　介護保険制度は、制度施行以降、高齢者を支える制度
として定着しており、3年ごとに介護保険における事業計
画を策定して、介護サービスの見込み量やサービスの確
保方法などを具体的に計画することになっています。
　昨年度に「第7期小鹿野町総合保健福祉計画」の見直し
を行い、今年度から3年間の計画である「第8期小鹿野町

総合保健福祉計画」を策定しました。（計画書は、町ホーム
ページや福祉課窓口で公開しています。）
　この事業計画に基づき、令和3年度から令和5年度の3
年間を通じて介護保険が健全に運営できるよう、介護保
険料を決定しました。

　介護保険料は、今後3年間の介護保険に必要なサービス費用
の推計額から第1号被保険者（65歳以上の人）の人数や負担割
合（23％）に基づいて基準額を算定します。その結果、基準額は
今までと同額の月額5,990円となりました。

基準額は今までと同額の
月額5,990円（年額71,880円）です

段階

第１段階

第２段階

第３段階
第４段階

第５段階

第６段階
第７段階
第８段階
第９段階

対象者 保険料年額
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者の住民税非課税世帯で前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が80万円以下の人
住民税非課税世帯で前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円を超え120万円
以下の人
住民税非課税世帯で前年の合計所得金額＋課税年金収入額が120万円を超える人
住民税課税世帯で前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

住民税課税世帯で本人は住民税非課税の第4段階以外の人

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の人

21,560円

35,940円

50,310円
64,690円
71,880円
（基準額）
86,250円
93,440円
107,820円
122,190円

保険料の納め方
■40歳以上65歳未満の人（第2号被保険者）
　国民健康保険や健康保険組合などの医療保険者によ
り算定され納めます。
■65歳以上の人（第1号被保険者）
　年金が年額18万円以上の人は原則年金から差し引か
れます（特別徴収といいます）。年金が年額18万円未満の
人は送付される納付書で納めます（普通徴収といいま
す）。
　また、年度中に65歳の誕生日を迎える人は、誕生日の
前日の月から保険料が発生し、送付される納付書で納め
ます。
■一部の人の特別徴収については、6月支給の年金から
徴収される保険料を調整し、10月からの急激な保険料
の増減を防ぐようにします。
　なお、普通徴収については、7月から翌年
　2月までの年8回の納付となります。

介護保険料段階一覧表（令和3年度から）

令和3年度からの介護保険制度のおもな改正
■介護報酬が改正され、サービスを利用したときに支払
う利用者負担が変わりました。
■高額介護サービス費の現役並み所得者の区分が細分
化され、上限額が一部変更になります。【令和3年8月1
日施行】
■施設を利用する場合に基準となる費用（基準費用額）の
うち、食費の金額が変わります。【令和3年8月1日施行】
■施設を利用したときに受けられる特定入所者介護サー
ビス費の利用者負担段階が細分化され、食費の負担限
度額が一部変わります。【令和3年8月1日施行】
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103

生活保護制度をご存知ですか？生活保護制度をご存知ですか？

普通徴収は
口座振替が便利です

5月12日は「民生委員・児童委員の日」5月12日は「民生委員・児童委員の日」
民生委員・児童委員とは
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地
域住民の身近な相談相手としてボランティアで活動して
います。誰もが地域で安心して暮らせるよう、高齢者や障
害のある人、子育て中の人等の福祉に関する相談に応じ、
必要な福祉サービスを紹介するとともに、行政等の適切
な機関へ橋渡しをする等の活動を行っています。
　町には44人の民生委員・児童委員がおり、各委員は担
当の区域で活動しています。また、3人の主任児童委員は、
児童の福祉を専門に担当しています。
　民生委員・児童委員には、守秘義務が課せられていま
す。また、個人の人格を常に尊重することも義務付けられ

ています。何か悩んだり困ったりすることがあったら、気軽
に民生委員・児童委員にご相談ください。
　お住まいの地域の委員を知りたい場合は、保健福祉セ
ンター・福祉課へお問い合わせください。
こんな活動もしています
　民生委員・児童委員は、65歳以上のひとり暮らし高齢
者への配食サービスのお手伝いを行っています。この事業
は、町の社会福祉協議会が行っているもので、希望するひ
とり暮らし高齢者宅へ、月に１度お弁当等をお届けし、心
配事などの相談や体調確認などを目的に実施されていま
す。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

　生活保護制度は、生活に困窮する世帯に対して必要な
生活を保障し、同時に一日でも早く自立できるよう支援す
る制度です。
　生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要と
する可能性はどなたにでもあります。お気軽にご連絡くだ
さい。
こんな人が受けられます
　収入、預貯金がないか、あっても少なく生活費や医療費
に困っている世帯。
※資産・能力などすべての活用が要件であり、民法上の扶
養義務者（曾祖父母～曾孫、兄弟姉妹、配偶者）の扶養は
生活保護に優先します。

保護費の額
　「最低生活費」と保護を受給する世帯の「収入」を比べ、
「収入」が下回る場合はその不足分を支給します。（図参
照）
◆生活保護を受給する要件や
「最低生活費」は個々の世帯の状
況により異なります。上記のほか
細かな規定がありますので、詳し
くは下記の問合せ先にご相談く
ださい。
問合せ●保健福祉センター・福
祉課☎75-4109
秩父福祉事務所☎23-2115

保護が受けられる場合

最
低
生
活
費 収

入 

保
護
費 

収入が最低生活費を
下回るため、その不足
分のみ保護費が支給
されます。

申請をお忘れなく
令和３年度分高校生等通学定期券購入費補助制度
申請をお忘れなく
令和３年度分高校生等通学定期券購入費補助制度

　公共交通機関を利用して通学する高校生等の皆さん
に、令和3年4月分からの「通学定期券」購入費用の一部を
補助しています。
　対象となる交通機関は、小鹿野町営バス、西武観光バ
ス(株)、秩父鉄道(株)及び西武鉄道(株)等が運行する各
路線です。
※高校生等とは、高等学校生、中学校卒専門学校生及び5
年制の高等専門学校生であって学年が3年生までの人
対象●町内に住所がある高校生等又は県立小鹿野高校
に通う生徒で、同種の補助制度がない市町村に住所のあ
る人
補助金額●通学定期券購入費の半額(100円未満切捨

て)とし、月額3,000円を限度とします。
申請●令和4年3月31日(木)までに住民生活課 子育て包
括支援室に申請してください。※土・日・祝日を除く
申請の際に必要なもの
■補助金交付申請書兼請求書
■学生証の写し
■通学定期券の写し(令和3年4月～令和4年3月分)
■領収書もしくはそれにかわるもの
■印鑑
■通帳など補助金の振込先がわかるもの
問合せ●両神庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101
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空き農業用ハウス等の利用者が決定しました。空き農業用ハウス等の利用者が決定しました。
　小鹿野町空き農業用ハウス等利活用事業について、応
募者審査の結果、利用者が決定しましたのでお知らせし
ます。
所在地●小鹿野町三山401番地2
事業者名●合同会社黒澤農園　代表者　黒澤忠弘

事業の概要
・秩父きゅうりの栽培
・野菜の収穫体験による観光農園化
・きゅうりの養液栽培の生産技術開発
・独立希望者の実践研修　等
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

　お世話になります。元地域おこし協力隊の沢田です。今回は
任期終了後の事についてページをいただきまして、ありがとう
ございます。任期終了後は小鹿野町に残り個人事業主として、
4月より「Natural Dahlia（ナチュラル　ダリア）」という屋号
で活動しています。
　事業の柱としては2つ。1つ目は無肥料無農薬でダリア栽培
し、切り花を販売する生産者です。切り花は1本1,000円という
価格に決めて、全国のお客様へインターネットも活用しながら
販売します。「安くたくさん」ではなく「生産したダリアを持続で
きる適正価格で販売する。」これが新たな挑戦になります。無
農薬栽培にすることで、エディブルフラワーの利用可能性や、
化学物質過敏症の方も楽しめるようになり、多くないですが
ニーズはあります。あとは、どうやって「花を欲しいお客様と繋
がり、花を届ける」か、の営業力が求められると思います。ダリ
アに決めた理由は両神の土地・気候がダリア栽培に向いてい
たからで、3年間のダリア園での作業と2年間の畑での栽培経
験から、基礎が学べたことは大きかったです。
　2つ目はパソコンやスマートフォンの出張トラブル解決やサ
ポートです。地域おこし協力隊に着任する前は13年、店舗勤務
で販売だけでなくインターネットの回線やスマートフォンの契
約、機種変更時のデータ移行や無線LANの設定、プリンタな
ど周辺機器の設定なども行っていました。また新しい機器にな
ると使い方が分からないお客様には、お客様に合わせたレク

チャーも行っていました。地
域おこし協力隊任期中は
経験を活かす機会は少な
かったですが、ダリア園の
球根のオンライン注文や、
オンラインミーティングツー
ル「Zoom」の利用サポー
ト、電源が入らなくなったパ
ソコンの簡易的な原因の切り分けなど、直接ご相談をいただい
た方のサポートをするうちに、必要な方がいるのなら私の経験
を利用してもらおうと考えるようになりました。GIGAスクール
構想で配布されたタブレット、お家でインターネットに繋がって
ないご家庭は無いとは思いますが、もし挑戦してもダメそうなら
ご連絡ください。その他どのようなニーズがあるか未知数です
が、希望が多ければ場所をお借りして使い方の講習会実施な
どもできればと考えています。パソコンやスマートフォンを活用
できる人が増えれば、町内全体のITレベルが上がっていきます
ので。またトラブル解決やサポートの出張費用や作業工賃は、
必要なサポートを提供する為の勉強代として活用させていた
だきます。些細な相談や解決可能か含め、まずはお電話でご相
談ください。業務用の電話番号は「080-5070-8943」です。
それでは引き続き、宜しくお願い致します。

活動の軌跡 ～地域おこし協力隊～
元地域おこし協力隊　沢田朋輝
活動の軌跡 ～地域おこし協力隊～
元地域おこし協力隊　沢田朋輝

～クライミングによるまちおこし～

■神怡舘ゴールデンウィーク期間中の営業予定
　小鹿野町クライミングパーク神怡舘はGW期間中、
右記のとおり営業します。
　皆さんのご来場をお待ちしています。

期間●4月29日（祝）～5月9日（日）
営業時間●10：00～18：00
※5月10日（月）から5月13日（木）の間は臨時休業します。
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問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805

　昭和４１年（１９６６年）１１月に利用を
開始した小鹿野庁舎については、新庁
舎建設に伴い取り壊すこととなり、その
役目を終えこの４月３０日をもって閉庁
いたしました。

　約５５年間町役場庁舎としての歴史を刻んできた建
物がなくなることは大変寂しい気持ちがありますが、ま
た、新しい時代のスタートにふさわしい新庁舎に生まれ
変わることにも大きな期待がございます。
　小鹿野庁舎にあった各課等はすべて５月連休中に
両神庁舎に引っ越し、５月６日からそちらで業務がス
タートいたします。町民の皆様には新庁舎建設までの
間大変ご不便をおかけいたしますがご容赦いただきた
いと存じます。
　なお、既にご案内してございますが、役場窓口業務
の主体が両神庁舎へ移転しますので、窓口業務の一
部（戸籍謄本・抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書、
所得課税証明などの発行、納税等収納業務）は小鹿
野中央病院隣接の保健福祉センター内の福祉課で行
います。
　窓口業務で不明な点は、戸籍等に関する事項は、住
民生活課（☎75-1418）、税に関する事項は、税務課
（☎75-4125）までご連絡ください。

　さて、新庁舎建設につきましては、前福島町長時代
から耐震診断を実施したり、町内の各種団体代表者や
識見を有する方などの委員会を設置するなど様々な議
論検討を重ねてまいりました。
　私が平成２９年１０月に町長に就任してからそのよう
な議論を踏まえる中で町民の皆様との町政懇談会の
場での意見交換をはじめ、基本構想策定に係る町民
ワークショップの開催など、丁寧に議論を重ね令和元
年度に基本構想を策定いたしました。
　基本構想では新役場庁舎の建設場所として、小鹿
野庁舎のある現在地、構造としては小鹿野産木材を利
用した木造庁舎での検討、財源については合併特例
債の活用や国、県補助金の活用の検討、両神庁舎等
にある課の集約化などが盛り込まれました。
　その後、設計業務の委託につきましてはプロポーザ
ル方式により、香山壽夫建築研究所に決定し、令和元
年度から３年度にかけて基本設計、実施設計の策定を
進めてまいりました。
　令和３年度当初予算に小鹿野庁舎の取り壊し工事、
新庁舎建設工事を計上いたしましたので、今後契約を
締結し工事着手になります。新庁舎の完成は、令和４
年度中を目指したいと存じます。

小鹿野町長　森 真太郎

新庁舎建設にあたり小鹿野庁舎を閉庁いたしましたこんにちは。
町長です。

Let‘s Try ボルダリ
ング

町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します

令和2年度後期分 支出額　83,472円町長が町を代表して対外的に活動するときに、外部との
交際に要する経費です。※代理出席したものも含みます。

町長
交際費

令和2年10月
27日 秩父郡町村会意見交換会会費 5,000円

令和3年1月
5日 土産品代 3,663円

令和2年11月
5日

18日

土産品代

土産品代

3,150円

3,663円

令和3年3月
3日

5日

5日

6日

土産品代

現埼玉県議会議員岩﨑宏氏葬儀生花代

現埼玉県議会議員岩﨑宏氏葬儀香資料

土産品代

3,663円

11,000円

10,000円

3,663円
令和2年12月
8日

15日

23日

年末救援統一募金

土産品代

関係先への地元特産品代

3,000円

2,020円

34,650円

ダリアの花で作製した歌舞伎の隈取り
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小鹿野町の組織・機構図(令和３年度)小鹿野町の組織・機構図(令和３年度) 町職員の異動町職員の異動
　4月1日からの町職員の人事についてお知らせします。

　６月１日現在で、令和３年経済センサスｰ活動調査を実
施します。調査は、全国のすべての民営事業所及び企業が
対象です。（農林漁家に属する個人経営の事業所、家事
サービス業及び外国公務に属する事業所を除く）
　調査票は、都道府県知事が任命した調査員がお伺いし
て直接配布するか、国が郵送します。調査員がお伺いする
場合は、必ず「調査員証」及び「従事者用腕章」を身に付け
ていますので、安心してご回答ください。
　経済センサスｰ活動調査にご理解とご協力をお願いし
ます。
問合せ●両神庁舎・総務課 広聴広報統計担当☎75-1221

　経済センサスｰ活動調査は商店や工場、営業所、
事務所、学校、旅館、学習塾、病院、寺院など、すべて
の事業所が対象となる大規模な統計調査です。
　経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所
の主な事業の内容、売上及び費用の金額、事業別売
上金額などについて調査します。
　統計調査の結果は国や都道府県、市区町村など
がこれからの行政を考える重要な基礎資料として活
用されます。

緑の募金(家庭募金)にご協力をお願いします緑の募金(家庭募金)にご協力をお願いします
　町では、5月1日から１カ月間「緑の募金」運動を行いま
す。この募金は、地球温暖化防止の基本でもある緑豊かな
自然を確保し、豊かさとゆとりが実感できる生活空間の実
現が図れるよう森林の整備と緑化を推進するもので全国
的に展開されているものです。皆さんのご協力をお願いし
ます。

　なお、集められた募金の50％は(公社)埼玉県緑化推進
委員会を通じて町の緑化事業に利用されます。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

令和３年経済センサス　活動調査を実施します令和３年経済センサス　活動調査を実施します

異動職員(課所長)
病院事務長
会計課長
おもてなし課兼
山岳クライミング推進室長
社会教育課長

茂木隆司
茂木寅二

石田伸二

高橋　豊

新規再任用職員
総務課
子育て支援センター
おがのこども園
保健課
保健課

東　圭子
髙橋一江
大場秋子
瀧田義行
坂本けさ江

3月31日付け退職者
会計課長
山岳クライミング推進室長
子育て支援センター副課長
福祉課副課長
病院副主幹
おもてなし課主査
おがのこども園主任
おがの保育所主任
保健課技術主任
病院事務長(派遣終了)
社会教育課兼中央公民館
行政専門員(任期満了)
衛生センター行政専門員
(任期満了)
産業振興課行政専門員
(任期満了)
おがの保育所行政専門員
(任期満了)

東　圭子
黒田佳之
髙橋一江
久保真知江
須藤和浩
黒澤恵美子
大場秋子
大野昌子
瀧田義行
小山　堅

山本正実

髙橋勝男

黒澤博文

強矢敏恵

新規採用職員
総務課
総合政策課
おがの保育所(保育士)
会計課
福祉課
おもてなし課
産業振興課
社会教育課兼中央公民館
図書館・両神公民館
病院

坂本麻緒
菊池昭宏
中山友花
富田奈実
渡邉　駿
垣堺　澪
島﨑将稔
豊田　涼
橋本彩里
岩田　彩

町長 副町長

総務課

総合政策課

税務課

住民生活課

福祉課

保健課

おもてなし課
山岳クライミング推進室

社会教育課

中央公民館

両神公民館

図書館

病院事務局

議会事務局

産業振興課

建設課

会計課
（会計管理者）

学校教育課

教育委員会

病院事業管理者

町議会

教育長

院長

まちづくり推進室

学校給食センター

医事管理課

子育て包括支援室

衛生センター

おがのこども園

おがの保育所

子育て支援センター

両神学童保育室

● 総務担当 
● 職員担当 
● 自治文化人権担当

● 財政担当
● 契約検査担当

● 企画政策担当 ● 情報担当

● 管理担当
● 固定資産税担当

● 住民税・国保税担当

● 住民担当
● 防犯・交通安全担当

● 環境衛生担当

● 社会福祉担当
● 保険担当

● 高齢者福祉担当 ● 障害者福祉担当

● 観光担当
● 管財担当

● 商業担当
● バス運行担当

● 庶務担当

● 工業担当
● 林政担当

● 農政担当
● 自然エネルギー担当

● 農業委員会担当

● 管理用地担当 ● 土木建築担当 ● 都市計画担当

● 社会教育担当 ● 文化財保護担当

● 庶務担当

● 庶務担当

● 事業担当

● 管理担当 ● 奉仕担当

● 社会体育担当

● 庶務担当 ● 医事担当

● 審査担当 ● 出納担当

● 庶務担当 ● 学校教育担当

● 健康増進担当 ● 在宅介護担当

● 児童福祉担当
● 児童虐待相談

● 秘書担当 
● 文書法制担当
● 危機管理・防災担当 

● 広聴広報統計担当 
● 管財担当 
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小鹿野高校×地域の コラボ通信 問合せ
両神庁舎・総合政策課(小鹿野高校魅力化プロジェクト)☎75-1238VOL.11

問合せ●両神庁舎・総合政策課☎75-1238　
　　　　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

　冬越しさせた球根の
取り出しがスタートし
ました。お客様に発送す
るもの、本年度に向けて
植え付けするもの、直売
所等に販売するもの等
に区分されます。埋める
前の状態のままの球根
が少なく、球根の保管
も非常に難しいものだ
と感じました。（新井）

　「おがの発大人の学校」の授業が、いよ
いよ・・・スタートしました！！長若中学
校・文化センターを会場に、3月は、「夢の
描き方」「国際交流」「対話の時間」と、3種
類の授業を行いました！今後、「農業」「歌
舞伎」「町づくり」といった授業も検討し
ています。詳しい情報は、「おがの発大人
の学校」でご検索ください！（宇佐川）

　ヤマブシタケの培養環境です。IoTシス
テムで管理の自動化実験をはじめました。
24時間温度情報の収集、定時の温風ヒー
タースイッチON/OFF、外出先でもスマー
トフォンからスイッチON/OFF及び温度情
報参照までできるようになりました。温度
閾値によるスイッチON/OFFの仕組みは
現在作成中です。（御田）

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.47VOL.47

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

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

「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！ ➡

　おがニャッピーの
キーホルダー製造・
販売のお手伝いをさ
せていただきました。
くまねこFACTORY
様より4月中に発売
予定となります。
（髙山）

　旧倉尾中学校
を改装して蜂蜜酒
醸造所の内装が
完成し、設備導入
の段階となりまし
た。酒類製造免許
は夏頃の取得を目
指し、審査中です。
（工藤）

　柏沢花の会の方々にカエデ（メー
プル）の説明などの講習会を行いま
した。協力隊の傍らボランティアに
て両神・秩父大滝地区のカエデの
樹液採取のお手伝いをさせていた
だいています。一年で厳寒期の時に
のみ樹液の採取が行われます。

　カエデの樹液は糖度
はさほどありませんが煮
込むことにより甘さが増
し紅茶などで使うと、ほ
のかな香りと甘みが楽し
めます。花の会の皆様あ
りがとうございました。
（佐々木）

　埼玉県内の協力隊や役
場職員、移住相談員や地域
振興センター職員の方々
向けの情報発信研修会(オ
ンライン)にて、自身の情報
発信の活動や工夫点など
をお話させていただきまし
た。現在インスタグラムや
ツイッターで「りほ@おが
の移住女子」として小鹿野
暮らしや秩父地域のス
ポットを紹介しており、今
後も町の様々な魅力を私
なりの視点からたくさん発
信していきたいと思ってい
ます。また、おがニャッピー
公用車のPR動画制作にも
携わらせていただき、役場

職員・ベーカリーthxさんと協力して楽しい動画が完成し
ましたので、YouTube「おがニャッピー号PR動画」ぜひ
ご覧ください！（宮本）

　本特集では、昨年度は小鹿野高校の「総合学習」の取組や、生徒さんと先生方のご活躍の
様子を追いかけてまいりました。今月号からは、地域の方々のお声を特集してまいります。
　日頃、小鹿野高校と関わりをもたれている人や、ご支援・ご声援をくださっている皆さん、
そして小鹿野高校の卒業生の皆さんにインタビューし、お届けします。

元六（所在地：小鹿野町下小鹿野824）　久津田順一さん、久津田和枝さん
くつ だ   じゅんいち く つ だ   か ず え

サンタカフェ（所在地：小鹿野町飯田446-1）　妹尾山太さん、妹尾通江さん
せ の お  さ ん た 　 　 　 せ の お  み ち え

■昨年は、総合学習で
も関わっていただきま
した。生徒さん方は、
どんな印象でしたか？
　普段からアルバイト
や授業の一環で若い

方 と々関わることはありますが、昨年の総合学習の授業では、のび
のびと楽しんでもらえているところが良かったです。生徒が主体と
なって活動することは良いことだと思います。また、アポイントメント
を自分たちでとるために連絡をくれた時は、緊張している様子がう
かがえましたが、それが良い経験だったと思います。
■これからの高校生に期待することは？
　今の小鹿野町には、３０代以下の事業主さんが少ない現状があ
ります。高校生の力で、サポートをしてもらえる部分があれば、小鹿
野町の事業にもさらにハリが出るかもしれません。例えば、今後、ク
ラウドファンディングなどを高校生が行うこともできるかもしれませ
んし、商品開発などにも携わることができるかもしれません。
■他にはありますか？
　今の若い方々には、発信力があると思います。例えば、町の方々
は、若いお孫さんの方々から、そうした部分を学ぶことができるかも

しれません。また、飲食店をはじめとして、町の事業の発信の一部
を、高校生が担うこともできるかもしれません。
■小鹿野高校生と地域との関わりについて、願うことはあります
か？
　高校生の皆さんには、小鹿野町という地域にある学校に通って
来られていることを生かして、町のことについて、知っていることを
増やしていっていただければ嬉しいです。また、地域の皆さんの中
でも、小鹿野高校には「こんな生徒さんがいるんだ！」ということを、
もっと知っていけると良いのではと思っています。そして、小鹿野高
校の生徒さん方と、地域の皆さん同士の間で、繋がりを増やしてい
ければ良いのではと思います。この町の大きさを生かして、町の皆
さんで生徒さん方を見守っていけるような雰囲気をさらにつくるこ
とができればと思います。
■高校生に向けてメッセージをお願いします。
　私は、最近、楽しむことが一番大切だと思うようになりました。仕
事をしていても、働いている人自身が楽しみ、その楽しんでいる熱が
お客さんにも伝わると良いと思っています。高校生の皆さんにも、
ぜひ、楽しむことを大切にしていただきたいです。そのうえで、何か
自分がやりがいを感じられることを、高校生活の中で見つけていっ
てもらいたいです。

■総合学習の探究活
動を通して関わって
いただきました。生徒
さん方は、どんな印
象でしたか？

　何より、元気があって良いなと思いました。
■日頃から、高校生とはどのような関わりがありますか？
　私たちのお店には、小学生くらいのお子さんがよく来てくれてい
た時期もありました。今では、高校生の年頃まで成長した人もいま
す。中には小鹿野高校の生徒さんもいて、今でも来てくれていま
す。
■小鹿野高校生に、小鹿野町の中で学んでほしいことはあります
か？

　できれば、精神的な強さを育んでいってほしいと思います。今の
時代は、もしかすると、失敗する経験が少し減っているのかもしれま
せん。色々な経験を、この町の中で、色々な人との関わりを通して、
していってもらえたらと思います。他には、長い付き合いができる友
達を、１人・２人でもいいので、高校生活の間に作ることができると、
先の人生にとっても良いのかもしれないですね。
■昨年、総合学習で関わった卒業生に向けて、メッセージをお願
いします。
　一人ひとり、ご自身の進路の中で、それぞれ充実した経験を積ん
でいっていただければと思います。一度、外に出て、Uターンして
戻ってきてくれても良いと思います。そうすると、ちょっと違った視点
で、小鹿野町の良さを発見してくれるかもしれません。

小鹿野高校の生徒の皆さんへ、小鹿野町の地域の方々から
応援のメッセージ

久津田順一さん（店主・左）　和枝さん（嫁ちゃん・右）

※インタビューは、嫁ちゃんこと和枝さんにお答えいただきました。
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※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。

情報情報
ほっと ママ

ステーション

  申込＆問合せ
両神庁舎・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

　産後は子育てに追われて、自分自身のことが後回しになりがちです。産
後の様々なピンチをチャンスに変えて、産前より私らしく輝けるようにな
ることを目指します。
日時●5月17日（月）、24日（月）、6月7日（月）、14日（月）　全4回
いずれも10:00～12:00
場所●けんこう交流館（旧児童館）　
内容●産後の体やこころの変化について・産後の骨盤ストレッチ・姿勢
や呼吸法・骨盤にやさしい抱っこの仕方・座談会等
対象●産後1カ月から12カ月までの母親
費用●無料　　定員●6人
講師●助産師
申込●5月13日（木）までにお申し込みください。

産後ケアプログラム講座
～産後も私らしくプロジェクト～

　妊娠中・産後・子育て中の人を対象のオンラインによる子育て相談で
す。保健師や保育士、管理栄養士との個別相談となります。
相談日●平日の8:30～17:00　
申込●メール又は電話でお申し込みください。
☎75-4101　メール kosodate@town.ogano.lg.jp
※相談の日程を調整後、メールアドレスに相談日の案内を
お送りします。詳しい実施方法については、町ホームペー
ジでご確認ください。

主な変更点
●所得制限がなくなりました。
●夫婦の要件では、法律上の婚姻をしている夫婦のほか、事実婚も対象
となりました。
●令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間に治療が終了した人に
ついては、令和3年6月30日まで申請の受け付けを行い、令和2年度分
の申請として取り扱います。詳しくは町ホームページをご覧いただくか、
住民生活課までお問い合わせください。

オンライン子育て相談（予約制）

マイベイビー支援事業の内容が
一部変更になりました（令和3年1月1日から）

　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。
5月の巡回日
■5月7日（金）　長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■5月12日（水）　小鹿野町子育て支援センター
■5月14日（金）、28日（金）　秩父市子育て支援センター（下郷児童館内）

ほっとハグくむ…ママサロン

　ベビーウェアリングとは、道具を使って抱っこやおんぶすることです。
快適な抱っこやおんぶについて学び、自分たちに合う方法を探してみま
せんか？
日時●6月2日（水）10:00～11:30
場所●けんこう交流館（旧児童館）
内容●心地のよい抱っこやおんぶについての講話、ベビーウェアリング
体験、おんぶや抱っこ紐についての悩み相談もできます。
対象●生後12カ月までのお子さんと保護者
定員●3組（先着順）
講師●助産師　ベビーラップアドバイザー　くぼみほ
持ち物●普段使っているおんぶや抱っこ紐
申込●5月31日(月)までにお申し込みください。

ベビーウェアリング体験教室

　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」

おがのこども園 おがの保育所
　4月2日（金）33人の新入園児を迎えた入園式では、年長児が
作ったアンパンマンのペンダントが送られ、また“おがニャッ
ピー”がお祝いにかけつけてくれました。

子育て支援事業（絵本読み聞かせ等・図書館連携）

おはなしひろば（毎月１回）

　4月5日（月）11人の新入所児を迎え、
対面式を行いました。

　先生から手作りのペン
ダントをもらい、みんなう
れしそうでした。
　みんなで仲よく遊びま
しょうね。

　「おがのこども園」を会場に読み聞かせ事業『おはな
しひろば』を実施していきます。
　町内在住の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。

日時●5月29日（土）10:00～11:00
場所●おがのこども園遊戯室
内容●読み聞かせ、パネルシアター
対象●町内在住の幼児（親子）から小学校低学年
※新型コロナウイルス感染症等の状況により中止となる場合があります。
　ご不明な点はお問い合わせください。
問合せ●おがのこども園☎75-3292
　　　　https://www.town.ogano.lg.jp/kodomoen/

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗い・
手指消毒・マスク着用のご協力を引き続きお願いします。
5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。ご不明な点はお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗い・
手指消毒・マスク着用のご協力を引き続きお願いします。
5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。ご不明な点はお問い合わせください。

●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
気軽に話してみませんか。電話相談75-0550

　発育測定・栄養相談
日時■5月13日（木）10:00～11:30
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。同室にて離乳食や幼児食の量や調理法、栄
養相談もお受けしています。
対象■1歳～3歳のお子さんと保護者

　すくすく
日時・内容■10:00～11:30
①5月7日（金）発育相談・計測(保健師)
②5月14日（金）離乳食試食・相談(管理栄養士)予約制
③5月21日（金）手作りおもちゃ（保育士）予約制
④5月28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

　お庭で遊ぼう　＊予約制
日時・内容■10:00～11:30
①5月12日（水）さつま芋苗挿し
②5月19日（水）砂遊び
対象■1歳半～3歳のお子さんと保護者　両日とも6組
持ち物■着替え、タオル、ビニール袋、水筒、長靴、軍手
申込■定員になり次第終了します。

　親子ふれあい遊び
日時■5月20日（木）10:00～11:00
内容■親子体操やふれあえる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

　年齢別講座よちよち　＊予約制
日時■5月18日（火）10:00～11:30
内容■年齢に応じた遊びや子育て情報の交換をします。
対象■1歳代のお子さんと保護者
持ち物■タオル、水筒、着替え
申込■開催前々日まで

　公園で遊ぼう（みどりの村）　＊予約制
日時■5月25日（火）10:00～11:30
内容■心地よい気候の中で芝生や草花、遊具で遊びましょ
う。自然の大好きな親子はぜひご一緒に！
対象■0歳～3歳のお子さんと保護者　8組
持ち物■着替え、帽子、タオル、ビニール袋、水筒
申込■定員になり次第終了します。

　サーキット遊び
日時■5月27日（木）10:00～11:30
内容■巧技台やトランポリンなどを使って、のぼったり、す
べったり、くぐったり、とんだり、体をいっぱい動かして遊びま
しょう。
対象■1歳半～3歳のお子さんと保護者

仲良く
「はい、ポーズ」

①今日は避難訓練
お話を聞くのも真剣

②防災頭巾を
かぶり親子で
避難します。

みんなおおきくなったね

元気いっぱい「おおきくなあれ」と
「カエルの体操」をしました。

楽しいこと
いっぱいあるよ！

おがのこども園・おがの保育所 情報

申込メール
二次元バーコード
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☎７５-０５５０
親子で遊びに来てね。
待っています。

子育て支援
センター情報
子育て支援
センター情報

応援します！

あなたの子育て



　「なぜ？どうして？」と感じたことを、図書館や学校図書館などの資料を使って調べ、まとめた
作品を募集します。みんなで「調べる」に挑戦してみよう。
募集部門●小学生低学年の部　小学生高学年の部　中学生の部
募集期間●9月1日（水）～10月5日（火）
募集作品●作品のテーマは自由です。まとめた作品には、使用した参考資料のリストや図書館

名を記入してください。
　　　　　サイズ・・・小学生：Ｂ４サイズまで　中学生：Ａ４サイズまで　　
　　　　　50ページ以内（目次、参考文献を除く）
その他●調べる学習コンクールの応援講座を開催します。テーマの決め方から調べ方、まとめ

方までを具体的に学習します。詳しくは、後日配布予定のチラシをご覧ください。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
延期していたオリンピック・パラリンピック聖火
リレートーチの巡回展示を下記のとおり実施し
ます。この機会にぜひ、ご覧ください。
日時●5月19日（水）8:30～15:30
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・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
東京2020オリンピック・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

第6回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール第6回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール第6回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール第6回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール第6回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール

やってみよう!調べる学習  その1〈テーマを決めよう!〉やってみよう!調べる学習  その1〈テーマを決めよう!〉

ブックスチャレンジ(2歳児)ブックスチャレンジ(2歳児)ブックスチャレンジ(2歳児)ブックスチャレンジ(2歳児)ブックスチャレンジ(2歳児)

　調べる学習とは、「ふしぎだなあ？」「これどうなっている
んだろう？」「あれってなに？」など知りたいことを、自ら調
べ、考え、まとめていく学習のことです。
　自分の知りたいことを、本やインターネットなどを利用
して調べ、調べたことを自分の考えと合わせて発展させま
とめていきます。
①「なんだろう？」を探そう！
　　ヒントは毎日の生活の中にたくさんあります。まわり
をよく見てみましょう。学校への行き帰りや､友だちと
遊んでいるとき、テレビを見ているときなど、ふしぎに
思ったこと、あれってなんだろう？って思ったことを探し
てみましょう。自分の調べてみたいことが見つかるかも
しれません。

②紙に書いてみよう！
　　探したことを、紙に書き出し
てみましょう。書き出した中か
ら、自分が興味を持って調べ
られそうなこと、調べてみたい
ことを選びましょう。
③絞り込みをしよう！
　　調べたいことが選べたら、その中から何を一番に調
べたいのか絞り込みます。調べたいことが大きいと、ど
れを中心に調べていけばいいのかわからなくなってし
まいます。調べたいことから、思いついたことを書き出し
て、小さく絞り込んでいくことが大切です。絞り込んだ中
から、自分が一番調べたいこと（テーマ）を決めましょ
う。

©図書館振興財団

　みなさん図書館へ来たことはありますか？本やＣ
Ｄ・ＤＶＤの貸出だけでなく、さまざまなサービスを
行っています。わからないことを調べるとき、試験勉
強や自主学習に、ぜひ図書館を利用してください。読
みたい本のリクエストも受け付けています。みなさん
のお越しをお待ちしています。

　絵本を通して、親子がふれあう時間をつくり、読み聞か
せの楽しさを知ってもらう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●5月25日（火）13:30～　　
場所●けんこう交流館（健診会場）　
※健診対象児童のみ

調べるも、勉強もできます。さあ、図書館へ行ってみよう！

両神庁舎

両神小学校

至R299→

両神ふるさと総合会館
小鹿野町町立図書館 本館

町立病院

小鹿野庁舎

JA小鹿野中学校2階
小鹿野町立図書館 分室

本館　両神ふるさと総合会館2階
開館時間●10:00～18:00

分室　小鹿野中学校2階・図書室
開館時間●13:30～16:30

※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。

日時●5月30日(日)9:00～
　　　（受付8:30～）
場所●小鹿野中学校第一体育館

日時●【少年の部】6月6日(日)8:30～
　　　【一般の部】6月13日(日)8:00～
場所●両神山村広場B（少年）、下小鹿野運動場・両神山
村広場A（一般）

町民ソフトボール大会町民インディアカ大会

　令和２年度に実施した文化財保存修理事業のご紹介第二
弾です。
【①飯田屋台】
　小鹿野町指定有形民俗文化財「飯田屋台」については、平
成27年度から継続して保存修理が進められています。
　令和２年度は、屋台彫刻
彩色、本芸座、仮芸座の彩
色、屋台芯棒(車軸)の修理
を実施しました。
　彩色修理は、町内在住の
彩色師黒沢義政氏が担当さ
れました。彩色修理により、
仮芸座に描かれていた鶴の
下に雁を描いた古い絵が見つかり、復原修理を行うなどの成
果がありました。屋台が組まれる際には、華やかな彩色の細部
までご注目ください。令和２年度総経費8,181,430円。
【②法養寺薬師堂の諸仏】
　両神薄法養寺薬師堂に
所在する埼玉県指定有形文
化財[彫刻]の「木造十二神
将立像」「木造日光菩薩・月
光菩薩立像」計14躯は、令
和元年度から4か年の計画
で、埼玉県と町、公益財団法
人三菱財団の補助を受けて、保存修理を実施しています。
　令和2年度は、十二神将12躯の修理を行い、子～辰5躯の

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063

令和2年度文化財保存事業報告②
大方の修理が終わりました。令和２年度総経費4,803,990円。

文
化
財
ノ
ー
ト
No.37

木造十二神将立像(子～辰)

おかし

コンビニ
スイーツ

和菓子

洋菓子

自分で
作る

種類や
材料

いつから
あるの？

世界中の
おかしは？

甘いもの
しょっぱい
　もの

再告知　
　2月に開催予定だったイベントが開催されます。
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」
日時●６月６日（日）10:00～16:30
場所●秩父宮記念市民会館・大ホールフォレスタ
内容
■講演「戦国北条家のなかで氏邦の果たした役割」
　　　駿河台大学教授 黒田基樹氏
■演武「戸田派武甲流薙刀術」
■報告「岩田家系録に見る鉢形領を支えた人びと」・
「鉢形領の経済学―古文書から見えてくる戦国経済の
すがた」・「戦国甲冑戦闘の実際」（会員３人）
指導助言●浅倉直美氏（埼玉県文化財保護審議会委
員）・千嶋　壽氏（秩父市文化財保護審議委員）・梅沢
太久夫氏（鉢形歴史研究会指導者）
参加費●入場無料（資料代500円）
※駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用く
ださい。
問合せ●鉢形歴史研究会事務局・冨田
☎090-1996-9535

復原修理した仮芸座板絵

図書館・生涯学習　広報 おがの
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図書館
だより
図書館
だより

町立図書館
町立図書館分室

月曜日（10・17・24・31日） 木曜日（6日） 金曜日（21日）
土曜日（1・8・15・22・29日） 日曜日（2・9・16・23・30日）
祝日（3・4・5日）

5月の
休館日

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 問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063



　新しい年度が始まったかと思えばも
う5月です。新生活を始めた方やそれ
を受け入れる状況にあった方々は慣

れてきたでしょうか？5月にもなると外は新緑です。緑の
においがしますね。先日も息子と「小鹿野って春のにお
いを感じるね」と話したことです。土のにおい、田んぼの
におい、風にすらさわやかな緑のにおいを感じます。花
粉症でつらかった方々もだいぶ落ち着いてきた頃で
しょうか。
　さて、少し前の話になりますが、コロナワクチンの予防
注射を受けました。インフルエンザなどの一般的な予防
接種はほとんどが皮下注射なのですが、コロナワクチン
は筋肉注射です。打ったときは、本当に今注射したの？
と思ったほど痛みは感じませんでした。ところがどうで
しょう。翌日、注射を打った左腕が痛いのです。まるで打
撲した時の痛みで、腕が上がりにくい。これが注射後の
副反応だなと身をもって感じました。こんな話をすると
「私は注射したくない」という人も出てくるかもしれませ
ん。いやいやそうじゃありませんよ。ワクチンがしっかり
体に入り、今まさに免疫機能ががんばって抗体を作っ
てくれているんです。「がんばれ、自分の体！」と思いつ
つ腕をさすりました。
　予防接種に限らず、病気を未然に防いだり早期発見
したりする方法はいくつもあります。健診や人間ドックも
しかり。今回は、毎年人間ドックを受けていたはっちゃ
んに早期がんが見つかった話を綴ってみたいと思いま
す。
　いつも明るく前向きなはっちゃん。人間ドックを受け
ているから大丈夫という安心感がありました。ところが

先日受けたドックの結果、乳がんの疑いがあるという結
果が返ってきたのです。すぐに大学病院に紹介したとこ
ろ、幸いなことに小さながんで、問題なくすべて取り切れ
たとのこと。「私は100歳まで生きようと思っていたけど、
がんになるなんて思ってもみなかったよ。でもね、好き
なことして生きていたいの。私は温泉が好き。だから温
泉好きの乳がん患者のパイオニアになる！」というので
す。すごい言葉だなーと感心し、さっそくこの文章｛内田
のひとり言｝に今の話を書いてもいいか交渉したことで
した（笑）。

危機や難局は、乗り越えるためにある
（緒方貞子：元国連難民高等弁務官）

悲観主義者は風にうらみを言う
楽観主義者は風が変わるのを待つ
現実主義者は、帆を動かす

(ウィリアム・アーサー・ウォード：米国の作家)

　1年前コロナが流行し、医療関係者の感染も報告さ
れ、知人の医師もICUで治療された話を聞きました。そ
の時私は「死」を意識しました。幸いなことに私は今まで
健診（検診）で大きな異常は見つかっていませんが、こ
れまで関わってきた方々の中に、職場検診で大病が見
つかった人もいます。ワクチン接種を受けるとき、健診や
人間ドックを受けるとき、あるいは、かかりつけの医療機
関に受診をしたときは、今一度自分の人生を見つめな
おす、そんな機会になればいいのかもしれません。

院長　内田　望

思いつくまま
　気のむくまま

49・・・ドクター内田のひとりごと・・・

発熱外来
　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

外来からのお知らせ

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。

　最新の休診情報は、町立病院のホームページ「診療日
カレンダー」でお知らせしています。
※休日急患当番医は広報おがの25ページをご覧くださ
い。

町立病院新任医師の紹介

　4月から小鹿野中央病院に着任された先生をご紹介します。

　初めまして。４月より赴任しました植木愛と申します。
　私は都内の大学を卒業後医学部に進学したのですが、小鹿野町に貸していただいた修
学資金のおかげで修学することができました。そのため、学生の頃から将来的に小鹿野中央
病院で勤務することを念頭に目指す医師像を模索し、初期研修終了後は家庭医療を専攻し
ました。卒後、北陸地方で７年間研鑽を積み家庭医療専門医を取得し、昨年埼玉県へ引っ
越してきました。
　家庭医療という言葉にあまり馴染みがないかもしれませんが、欧米では「家族みんなの、
生まれてから死ぬまでの一番身近なかかりつけ医」として親しまれた存在です。私も小鹿野
町の皆様にとって「何かあったらまず相談したい」と思ってもらえる家庭医になりたいと思っ
ています。
　私生活では４才と２才の子どもたちを抱え、仕事と育児の両立に常に悩まされています。温
かく見守っていただけたら幸いです。
　小鹿野町は都内の大学に通っていた頃から何度も訪れている大好きな町で、この町で働
くことを楽しみにしてきました。どうぞよろしくお願いします。

　はじめまして。この度小鹿野中央病院へ着任させていただきました津野桃里と申します。自
治医科大学を卒業し医師4年目となります。高知県出身で、大学卒業後は高知医療センター
で2年間の初期研修終了後、内田院長の以前の勤務地である雲の上の町、梼原病院で1年
間勤務し、結婚に伴う県の異動を経て現在に至ります。
　まだ埼玉県民歴は短いですが、これから小鹿野町の魅力を発見すること・皆様と関わって
いくことが楽しみです。長らく土佐弁で患者様に接してきたため診察中に聞きなれない言葉も
出てしまうかもしれませんが、温かく見守っていただき、埼玉・小鹿野の言葉や文化など教え
ていただけますととても嬉しいです。地域包括ケアシステムがしっかりとした小鹿野町で皆様
からいろいろなことを学ばせていただくとともに、皆様の生活を支える一員になれれば、と
思っています。至らぬ点もあるかと思いますが、日々精進してまいりたいと思いますのでどうぞ
よろしくお願いします。

　初めまして。今年度より町立小鹿野中央病院に着任させていただきます、萩原拓哉と申し
ます。自治医科大学附属さいたま医療センターで初期研修を2年間行わせていただき、今年
度で医師3年目になります。
　私は埼玉県さいたま市(旧与野市)で生まれ、高校卒業後は栃木にある自治医科大学に
進学しました。町立病院には学生実習でお世話になったことがあり、今回医師として赴任す
ることになり感慨深く思います。赴任に合わせ小鹿野町に転居しており、これからこの町のこ
とを広く知っていきたいです。
　赴任して間もないですが、町立病院は外来診療を始め、地域の福祉や介護と協力して訪
問診療や緩和ケアを行っており、地域に密着した施設だと感じました。内科医として勤務しな
がら、在宅診療や入院患者様の退院支援など学ばせていただきたいです。これから地域の
皆様により良い医療が提供できるように尽力していきます。よろしくお願いします。

内科医長
植木　愛先生

内科医長
津野桃里先生

内科医員
萩原拓哉先生

ワクチン・健診（検診）・
いつもの受診で人生を見つめなおす

病院だより　広報 おがの
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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 検索小鹿野中央病院

立町 病 院 だ よ り



日時●5月25日(火)
場所●けんこう交流館（旧児童館）
該当児●［1歳6か月児］令和元年10月、11月生まれ
［2歳児］平成31年4月、令和元年5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

対象●35歳以上の国民健康保険加入者、75歳以上
の後期高齢者医療保険加入者
検査項目●身体計測(身長、体重、腹囲)、血圧、血液
検査、診察、心電図
がん検診(希望者)●胸部レントゲン、肺がん(喀痰細
胞診)、大腸がん
その他検査(希望者)●前立腺(PSA検査50歳以
上)、肝炎(B、C型)ウイルス検査40歳
費用●無料（ただし、がん検診、その他検査は年齢に
よって費用がかかります。70歳以上は無料です。）
申込●5月6日(木)から、電話で受け付けます。（必ず
予約が必要です。）受け付け後、受診に必要な一式
（受診券、受診票、体調確認シート、尿検査容器、レン
トゲン問診票）を郵送します。
受診方法●郵送された一式について、内容を確認の
うえ、当日持参してください。
受付時間●いずれの会場も13:00～14:00

その他●けんこう交流館(旧児童館)及び両神ふるさ
と総合会館は、40人までです。申込状況により、受診
日を調整する場合があります。送迎バスの運行はあ
りません。

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

特 集

Hm4

　日本脳炎予防接種については、国は平成17年5月から
積極的勧奨の差し控えを行っていましたが、新しいワク
チンが承認されたため、接種機会を逃した人への特例措
置として、未接種分を受けられるようにしています。
対象者●平成13年5月1日～平成19年4月1日生まれの
人（※公費で予防接種を受けられる期限は20歳未満で
す。）
方法●母子手帳を持参し、保健課窓口に来所してくださ
い。接種履歴を確認後、未接種分の予診票を配付しま
す。接種は受託医療機関で個別接種です。

小鹿野文化センター
小鹿野文化センター
小鹿野文化センター
小鹿野文化センター
小鹿野文化センター
小鹿野文化センター
小鹿野文化センター
けんこう交流館(旧児童館)
両神ふるさと総合会館
両神ふるさと総合会館
小鹿野文化センター
小鹿野文化センター

5月24日(月)

5月31日(月)

6月7日(月)

6月14日(月)

期日 実施場所 申込締め切り
5月31日(月)
6月4日(金)
6月7日(月)
6月8日(火)
6月9日(水)
6月10日(木)
6月11日(金)
6月12日(土)
6月14日(月)
6月15日(火)
6月22日(火)
6月23日(水)

20歳までに日本脳炎予防接種を
受けましょう(特例措置)

　音楽や運動で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●5月6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

日時●5月17日（月）10:00～11:45、13:00～16:00
場所●小鹿野文化センター
※献血カードをお持ちの人はご持参ください。
【お願い】
400mL採血の基準を満たしている人は、ぜひ400mL献
血のご協力をお願いします。200mL献血については、必
要量が集まり次第終了させていただく場合がありますの
で、ご了承ください。

献血

　いきいきおがの健康マイレージは、特定健診(人間
ドック、職場健診も含む）やがん検診を受け、さらに健康
づくりに取り組むとマイルが貯まります。一定のマイルが
貯まると賞品と交換ができます。ぜひご参加ください。
実施期間●令和3年4月1日～令和4年3月31日
対象●20歳以上の町民
カードの配布●保健課窓口、各健康教室で配付します。
※カードは一人1枚です。
※マイルが貯まる事業について、広報では　　マークで
お知らせします。

いきいきおがの健康マイレージ2021

1歳6か月2歳児健診
　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●5月11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」

　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●5月18日(火)10:00～11:00
対象●認知症の人を介護する家族
場所●けんこう交流館(旧児童館)

認知症家族会
　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
の会及び保健課が共同で実施します。
日時●5月21日(金）10：00～11：00
場所●けんこう交流館（旧児童館）
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●お話し会・軽い運動など
※5月19日（水）までにお申し込みください。

『交流会』に参加してみませんか？

Hm1

5月の減塩料理

油
揚
げ
と
キ
ャ
ベツ
の
煮
物

【ポイント】だし汁に生姜やたっぷりの削り節を加え、うま味や香味を足すことで塩分を
控えめにします。少ない煮汁で蒸し煮をすることで、キャベツの甘みが出ます。調味料とし
ての塩分は、極力控えた調理となっています。

  材料2人分

油揚げ…1枚　　

キャベツ…150g　

スナップえんどう…30g　

しめじ…30g

生姜…薄切り2枚　

かつお出汁…1カップ　

酒…大１　

みりん…大１　

しょうゆ…小1/2　

削り節…2パック(8ｇ)

【一人分栄養価　 エネルギー150kcal　蛋白質9.7g　塩分0.5g】

  作り方
①油揚げはフライパンで焦げ目がつく
まで両面焼き、横に2等分して2cm
幅に切る。
②スナップえんどうは筋を取り、塩ゆ
でしておく（500ccの水に対して塩
ひとつまみ程度）。キャベツは食べや
すい大きさに切り、しめじは石づき
を取ってほぐす。
③鍋にかつお出汁、生姜を入れて火に
かけ、煮立ったら酒、みりん、しょう
ゆを加える。しめじ、油揚げ、キャベ
ツを加えてもう一度煮立ったら蓋を
して、弱火で5～6分煮る。

④③にスナップえんどう、削り節を加えて中火
にしてさっと混ぜる。

Hm1

Hm

対象●接種券（クーポン券）と予診票が配付された65歳以
上の人
接種場所●集団接種会場及び個別医療機関（個別医療機
関は4月広報と一緒のチラシをご参照ください。）

新型コロナウイルスワクチン接種が始まります

町の集団接種会場
接種日 時間 場所 定員 注意

5/22(土)・29(土)
6/5(土)･12(土）･19(土)・26(土)

13:30～
15:30

小鹿野文化
センター 60～120人

集団接種会場の予診は、当日の体調を診るものです。何
らかの病気で治療中の人は、事前にかかりつけ医にご
相談のうえ、接種を受けるかどうか判断してください。

申込●集団接種会場、個別医療機関どちらの場合も、コー
ルセンターで予約をしてください。（☎050-2018-2795）
受診方法●コールセンターに予約後、接種券(クーポン
券)、予診票、健康保険証を持参してください。

■レッツチャレンジ！減塩料理
　塩分は生命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。皆さん、普段から塩分の摂
り方に気をつけていらっしゃいますか？これから隔月(奇数月)
に減塩料理の紹介をしていきます。ぜひ参考にしてください。

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。

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。



■いきいき館(運動器具)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。

　新型コロナウイルス感染症拡大状況により、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。

長寿筋力アップ
トレーニング
教室

バランス
ボール教室

①5/7(金)・19(水)
②5/12(水)・26(水)
③5/6(木)・20(木)
④5/13(木)・27(木)

5/24(月)

 15:00～16:00

19:00～20:00

けんこう
交流館

けんこう
交流館

いきいき館

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15人(2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、
個別結果説明

骨密度測定と高精
度体組成測定、個別
結果説明、指導

ステップ体操

5/7(金)
5/14(金)
5/21（金）
5/28（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

骨密度・高精度
体組成計測定日

5/19(水)

10:00～11:00

いきいき館13:30～15:00

10人

8人
運動のできる服装

開催日 時間 場所 定員　持ち物 内容
申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

5/20(木)・28(金)
（どちらか1日の参加）

■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回の利用時間は90分程度でお願いします。
※初回講習を受講していない人は利用できません。

5月の予約が必要な教室

　近頃、新型コロナワクチン接種には費用が必要だとし
て、金銭を要求する詐欺が報告されています。
　ほかにも、「ワクチン接種を優先させるから」などと費
用を要求したり、「ワクチン接種の予約をするためには予
約金が必要」などと金銭を要求するケースも報告されて
います。
　全国で実施される、新型コロナワクチン接種は無料で
行われます。秩父郡市１市４町においても、ワクチン接種

新型コロナワクチン接種などを
語った詐欺にご注意ください！！

は無料で行いますので、万が一、訪問や電話等で金銭を
要求された場合は、絶対に要求に従わないでください。
気になることや不安なことがある場合は、すぐに110番
に連絡するか、最寄りの警察署にご相談ください。（な
お、接種にかかる交通費や、連絡等にかかる通信費につ
いては実費負担が発生します。）

平日夜間急患対応 土曜夜間急患対応

月
水

火・木・金
5月20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

5月1日・
15日
8日･22日・
29日

期日 医療機関 電話

☎62-6300

☎23-0611   

    

皆野病院

秩父市立病院

平日夜間小児初期救急対応
曜日 医療機関

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611

☎22-0336

あらいクリニック
秩父病院 
秩父市立病院

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

※必ず電話でご確認のうえ、受診してください。

月
水

火・木・金
5月20日(木)
のみ

休日急患対応
まずは休日診療所又は在宅当番医療機関を受診してください。

救急告示医療機関
重症救急患者優先のため、軽症と思われる場合には
お待ちいただくことがあります。秩父郡市医師会

休日診療所(熊木町)
診療時間／9:00～18:00

期日 期日

5月2日
3日
4日
5日
9日
16日
23日
30日

5月2日
3日
4日
5日
9日
16日
23日
30日

医師会休日診療所
(内・小)
熊木町 ☎23-8561

在宅当番医療機関
診療時間／9:00～18:00

皆野町
本町
大野原
阿保町
小鹿野町  
横瀬町
小鹿野町  
東町

☎62-0039
☎25-2711
☎22-6122
☎22-6329
☎75-2332
☎24-0160
☎75-2332
☎22-0270

金子医院（内）
あらいクリニック（小・内）
石塚クリニック（内・呼）
大谷津医院（内・小）
小鹿野中央病院（内）
荒舩医院（内）
小鹿野中央病院（内）
健生堂医院（内・外）

診療時間／8:30～翌日の8:30

※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

桜木町
皆野町
桜木町
和泉町
皆野町

桜木町

皆野町

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

☎23-0611

☎62-6300

秩父市立病院
皆野病院
秩父市立病院
秩父病院 
皆野病院  

秩父市立病院

皆野病院  

●ＮＴＴプッシュ回線、ひかり電話、携帯電話の場合
　☎#7119 (シャープ7119番)
●ダイヤル回線、ＩＰ電話、ＰＨＳの場合
　☎048-824-4199

休日急患当番医休日急患当番医

発熱したとき、どうしよう？発熱したとき、どうしよう？

埼玉県救急電話相談（24時間 365日対応）埼玉県救急電話相談（24時間 365日対応）

埼玉県精神科救急情報センター埼玉県精神科救急情報センター
小鹿野町いつでも健康相談小鹿野町いつでも健康相談

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へご連
絡ください。
問合せ●秩父郡市医師会☎22-0570
　　　　秩父保健所☎22-3824　
　　　　保健福祉センター・保健課☎75-0135

5月2日
3日
4日
5日
9日
16日
23日
30日

　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。

　☎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

　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。

　☎0120-554-245
　※小鹿野町民のみ利用できます。

電話

井上皮膚科医院

休日在宅歯科当番医　診療時間／10:00～13:00

5月3日
4日
5日

皆野町
皆野町
中村町

☎62-3597
☎62-7777
☎24-6484

皆野歯科医院
渡邊歯科口腔外科医院
岩田歯科医院

※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。

期日 医療機関 所在地 電話

医療　広報 おがの広報 おがの　保健・福祉
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相
談
員 定期無料相談定期無料相談

行政相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

　公正・中立の立場から、行政相談員
が行政などへの苦情や意見、要望を
受け、その解決や実現を促進します。
毎月第3月曜日実施
※休日の場合は翌日
日時●5月17日(月)13:00～15:00
相談員●猪野龍男さん
　　　　岩嵜愛美さん
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●両神庁舎・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・保健課 ☎75-0135

物忘れなどの生活の不安・介護全般
日時●①5月11日(火)、25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。

障がい者の相談窓口
相談時間／月～金曜日(祝日を除く) 9:00～17:00

■身体障がい者について
フレンドリー(カナの会)
☎26-7102　FAX62-5613
■知的障がい者・障がい児について
■障がい者の就労・生活について
秩父障がい者総合支援センター
☎21-7171　FAX24-9963
■精神障がい者について
生活支援センター アクセス
☎24-1025　FAX24-1026

消費生活・多重債務等の相談
問合せ／秩父市消費生活センター ☎25-5200

日時●月～金曜日9:00～16:00
　　　(12:00～13:00を除く)
相談員●専門相談員
場所●秩父市消費生活センター
　　　(秩父市役所本庁舎2階)

法律相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

隔月(奇数月)実施
日時●5月18日(火)13:00～15:00
相談員●加藤純二さん(弁護士)
場所●小鹿野文化センター
※事前の予約は不要です。

登記・法律相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

相談内容
　相続の手続き・遺言の書き方、高齢
者の財産を保護する成年後見、クレ
ジット・サラ金の整理など
隔月(偶数月第3水曜日)実施
日時●6月16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・保健課 ☎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●5月24日(月)13:00～16:00
相談員●公認心理師
場所●保健福祉センター
こころの悩み何でも相談
日時●5月10日(月)、18日(火)
　　　13:00～16:00
相談員●公認心理師
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。
＊秘密は厳守しますので、お気軽にご利用ください。

☎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

秩父保健所の相談業務 ※要予約
問合せ／秩父保健所 ☎22-3824

ひきこもり専門相談
相談員／公認心理師
場所●5月11日(火)13:30～
相談時間は、予約の際にご確認ください。
ひきこもり家族ミーティング
相談員／公認心理師
場所●5月19日(水)13:30～
相談時間は、予約の際にご確認ください。

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

おがのフォトニュース

小鹿野町出身力士の颯雅さん来庁小鹿野町出身力士の颯雅さん来庁
　小鹿野町出身で大相撲二子山部屋の颯雅（そうが）さん
（本名　今井颯真）が表敬訪問に来庁しました。颯雅さん
は平成30年5月に初土俵を踏み、現在は序二段の番付で
す。
　令和3年3月場所では5勝2敗の成績を残し勝ち越しを
決めています。今後の益々のご活躍を期待します。

　小鹿野町消防団長大簱　徹氏（般
若）が3月31日に退団され、後任に、
第5支団長の坂本浩文氏（両神薄）が4月1日より就任しま
した。
【就任あいさつ】
　このたび、小鹿野町消防団長を拝命いたしました坂本浩
文です。
　歴史と伝統のある小鹿野町消防団の団長は重責であり
ますが、「自分たちのまちは自分たちで守る」という郷土愛の
精神のもと、微力ではありますが、全力で取り組んでまいる所
存であります。
　前大簱　徹団長と同様に、引き続き町民の皆様のご支援
とご協力をお願いいたしまして、就任のあいさつといたします。

おがのこども園第1回修了式　3/19

小鹿野町消防団長に
坂本浩文氏が就任
小鹿野町消防団長に
坂本浩文氏が就任

広報 おがの　無料相談
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大勢の皆様からのご厚志に感謝申し上げます大勢の皆様からのご厚志に感謝申し上げます
　令和2年度中に、町の教育や文化振興、社会福祉発展のため大勢の皆様からご寄付並びに慰問品
などをいただきました。あらためてお礼申し上げるとともに、日頃より町政推進に対するご理解・ご協
力にも衷心より感謝いたします。

我が家の

天使天使

鈴木啓太、入澤　治、松本洋平、加藤貴司、林　孝明、樋口正仁、片山敏子、近藤佑一、原田浩晃、高橋秀行、萩原克彦、
椎葉智子、尾上明子、東　英大、前田茂樹、齋藤伸介、大河内秀夫、御木優晴、小澤　崇、辻本和洋、天野光晴、光来出和義、
小林夏生、斉藤　稔、三枝　誠、谷川彩佳、増田幸雄、植田直幸、森　健一、木津幸星、酒井龍之、新島啓介、菅野雄太、
大友健司、堀内保宏、木下政徳、三宅英彦、安村直央、高木　宰、綱田好寿、赤星雄生、呉地昭紀、赤津孝治、原島規吉、
原田容子、山中俊幸、牧田泰一、吉田直矢、荒木陵多、鈴木　誠、齊藤　力、山田洋輔、川上伸一郎、竹内　彬、髙橋宏和、
大澤克仁、川村祥太郎、和田大夢、深田　勝、笠松隼樹、横山剛史、小島禎仁、目崎良和、田島陽子、吉澤映人、小倉　滋、
須山昌樹、田中秀和、松島　裕、安江博幸、今泉貴博、猪野博史、柴崎健一、田中健吾、和田義幸、菊池　淳、柴﨑恭秀、
前澤友作、渋谷洋子、日下岳文、中島崇一郎、岸　保宏、山口敬善、西秩父ライオンズクラブ、有限会社森林スマイル企画、
NPO法人森、株式会社イチワタ、小鹿神社、株式会社秩父富士、ちちぶ農協協同組合、秩父地区更生保護女性会、
宮澤宰次郎、原島達明、加藤佳英、令和2年度長若小学校卒業生一同、令和2年度三田川小学校卒業生一同、
令和2年度小鹿野中学校卒業生一同、西秩父商工会、宮本一輝、令和2年度おがのこども園修了児保護者一同、雪奴、
横田トシヱ、栗原精一、有限会社内野、東洋羽毛株式会社

　3月22日に西秩父ライオン
ズクラブから小鹿野町へアル
コールハンドジェル120本を
寄贈していただきました。い
ただいたアルコールハンド
ジェルは新型コロナウイルス
感染症対策に使わせていた
だきます。

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

(順不同・敬称略)

寄贈ありがとうございます寄贈ありがとうございます

三山
豊田啓太さん・宏美さん
結月（ゆづき）ちゃん　姉
羽月（はづき）ちゃん　妹

小鹿野
吉田朋之さん・恵美さん
穂乃香ほのか）ちゃん　姉
浬爽（りさ）ちゃん　姉
喜（はる）ちゃん　妹

3姉妹で仲良く

同じ事をしていま
す。

ねえね大好き♡
笑顔で元気いっぱい遊ぶよ!!
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2月
16日
21日
23日
27日
27日
28日
28日

小鹿野
両神薄
小鹿野
下小鹿野
小鹿野
両神薄
両神薄

ご出産おめでとうございます。
《3月中の同意書届出（　）は保護者・敬称略》

お悔やみ申し上げます。
《3月中の同意書届出・敬称略》

坂本 マツ（84)
猪俣 登美（88）
田隝 ヨネ子（91）
宮本 惠美（89）
足立 チヱ子（89）
横田 ヤス子（82）
岩﨑 宏（74）

3月
1日
2日
2日
4日
12日
12日
17日
21日
22日
25日
29日

飯田
両神薄
下小鹿野
下小鹿野
長留
飯田
河原沢
両神薄
藤倉
下小鹿野
小鹿野

両神薄
下小鹿野
長留
両神薄
小鹿野

3月
8日
9日
14日
14日
21日

 り ま

ち  せ

そうた

あ  お

 るほ

柏木 莉真（貢）
栁原 千聖（拓也）
黒沢 奏太（翔平）
黒沢 彩桜（大輔）
山崎 瑠帆（勉）

手嶋 了凰（92)
出浦 光子（94)
内田 清子（99)
村上 勝子（76）
倉林 京（92）
眞下 米子（81）
南 ナツ（90）
坂本 眞（83）
黒澤 信夫（62）
坂本 仙吉（87）
松本 　生（60）

祝悼

右手掌で右頬を軽く叩きます。 下へ素早く下ろします。頬にあてた右手掌を、

まずい

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/oisi.php#v

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/mzi.php

おいしい

簡単な手話を覚えましょう【第32回】簡単な手話を覚えましょう【第32回】

あ
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●ウマとのふれあいコーナー
日時　5月9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
●プリザーブドフラワー・ハーバリウム教室
日時　6月20日(日)13:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　2,500円　
定員　20人(応募多数の場合抽選)
締切　6月4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小鹿野町下小鹿野27
☎75-3441
http://www.midorino-mura.com/

みどりの村イベント

●そば打ち体験
日時　6月6日(日)10:00～13:00
内容　奥秩父のおいしい水を使用し、
地元の名人にコツを教わりながら、手打
ちそばを作ります。
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
費用　3,000円/組（昼食付き）
定員　5組（申込順）※1組4人まで
締切　5月30日(日)
●秩父祭屋台のミニチュア作り
日時　6月20日(日)10:00～12:00
内容　県産桧の角材を使い、秩父祭屋
台のミニチュアを製作します。
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
費用　2,000円／人　
定員　10人（申込順）
締切　6月13日(日)
●豆腐作り体験
日時　6月27日(日)10:00～13:00
内容　県産大豆と奥秩父のおいしい水
を使用し、大豆本来の甘み・旨みを味わ
える手作りの木綿豆腐を作ります。
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
費用　1,000円／組（昼食付き）

彩の国ふれあいの森のイベント

イベント

募 集

案 内

定員　5組（申込順）※1組2人まで
締切　6月20日(日)
申込＆問合　電話でお申し込みくださ
い。このほかのイベントはホームページ
をご覧ください。
彩の国ふれあいの森　埼玉県森林科学
館☎56-0026

①はじめてのウォーキング
日時　5月23日(日)9:30～
場所　パルテノン
費用　500円　
定員　20人（申込順）
②初夏の山野草観察会
日時　6月13日(日)9:00～
場所　多目的ハウス
費用　無料
③ホタル観賞の夕べ
日時　7月3日(土)18:30～
場所　パルテノン　費用　無料
※動きやすい服装でお越しください。
申込＆問合　①のみ事前にお申し込み
ください。秩父ミューズパーク管理事務
所☎25-1315

秩父ミューズパークのイベント

　今年も地域住民の皆さんと共にコ
ミュニケーションづくりを図るため、住
宅デーを開催します。お気軽にお越しく
ださい。
　なお、会場内で集めている募金につ
いては、毎年、社会保障に使われるよう
に小鹿野町に寄付しています。ご協力を
よろしくお願いします。
日時　6月13日(日)10:00～12:00
場所　小鹿野庁舎前庭
内容　包丁研ぎ、住宅なんでも相談等
※来場者には水ヨーヨーや風船をプレ
ゼント
問合　埼玉土建一般労働組合秩父支
部☎21-1361

第44回ふれあい住宅デー

●Auto CAD(機械系)基礎
日時　7月3日(土）、10日(土)
9:00～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代2,728
円(税込)

熊谷高等技術専門校秩父分校
技能講習受講生募集

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

秩父特別支援学校前期学校公開

●ママと楽しむ森のようちえん
日時　6月1日(火)10:30～14:00
場所　花の森こども園
内容　森の散策＆初夏の生き物との出
会い
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)、全5回年
間パスポート6,000円
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）
●ベビーマッサージ講座
日時　①5月11日（火）　②5月18日
(火)両日とも10:30～13:30
場所　花の森こども園
対象　①生後2～6か月のお子さんと保
護者　②生後7～12か月のお子さんと
保護者
費用　1,500円（昼食付き）
持ち物　バスタオル・赤ちゃんの飲み物
（ミルクなど）
問合＆申込　認定NPO法人森のECHI
CA花の森こども園☎26-6828(平日
10:00～16:00)※事前にお申し込みく
ださい。
●はらいっぱい食堂
日時　5月7日（金）、14日（金）、28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

花の森こども園からのお知らせ

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）

●ビジネススキルセミナー(全3回)
　企業が求めるスキルを身につける3講
座
日時　5月17日（月）、24日（月）、31日
(月)全日14：00～16：00
※3日間参加するとより効果的なセミ
ナーです。
場所　秩父宮記念市民会館・けやきフォ
ーラム
費用　無料
定員　各日20人（先着順）
●女性活躍支援セミナー（全3回）
　就職・転職に役立つ3講座
日時　6月1日（火）、8日（火）、24日(木)
全日14：00～16：00
※3日間参加するとより効果的なセミ
ナーです。
場所　影森公民館
費用　無料　
定員　各日20人（先着順）
●シニアスマホセミナー（全3回）
　初心者向けスマホセミナーを開催し
ます。
日時　①6月3日（木）　②6月10日(木)
③6月17日（木）全日14：00～16：00
場所　①秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム　②長 町役場・大会議室
　③横瀬町町民会館・大会議室
費用　無料　
定員　各日20人（先着順）
問合　ちちぶ雇用活性化協議会
☎26-7691

ちちぶ雇用活性化協議会
からのお知らせ

　埼玉県弁護士会では、憲法記念日を
記念して、弁護士が無料で民事・家事・
刑事を問わず法律問題全般について法
律相談に応じます。
日時　5月8日(土)13:00～16:00 ※受
付は15:30まで
相談方法　電話相談☎048-837-2520
(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　埼玉弁護士会法律相談センター

憲法記念日無料電話法律相談会

☎048-710-5666

　秩父青年会議所では、子どもたちを
対象に「童話で学ぶ模擬裁判～異議あ
り!!三匹のこぶた法廷～」として、童話
を基にした模擬裁判を企画しました。裁
判官・検察官・弁護人になりきって、真
実発見にチャレンジしてみませんか。
日時　6月13日(日)
場所　秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム
対象　小学生6年生～中学生3年生まで
費用　無料　
定員　30人
問合　（公社）秩父青年会議所事務局
嶋田☎22-4411
島田☎080-1363-6545

秩父青年会議所からのお知らせ

日時　6月9日(水)13:15～16:00
(受付開始12:45）
場所　大宮ソニックシティ・地下展示場
内容　企業担当者による面接・企業説明
対象　高校、専門学校、高専、短大、大
学（院）等を卒業後概ね3年以内の人及
び34歳以下の若年者
持ち物　履歴書複数枚、ハローワーク
カード（お持ちの人）、履歴書なしでも参
加可能
問合　ハローワーク秩父☎22-3215

既卒3年以内の人及び
34歳以下の若者対象就職面接会
（事前申込不要）

期日　5月23日(日)
場所　秩父市歴史文化伝承館・研修室
2・3
●講演会(無料)
時間　13:30～14:30
対象　障害(身体・精神)をお持ちの人
とその家族、障害に関心のある人

障害年金講演会・個別相談会開催

講師　社会保険労務士(年金サポート
会会員)
※直接会場へお越しください。
●個別相談会(無料)
時間　14:40～16:00
相談員　社会保険労務士(年金サポー
ト会会員)
※当日の申し込みも可能ですが、事前に
お申し込みいただいた人を優先します。
申込＆問合　個別相談を希望する人は
電話又はFAXでお申し込みください。
社会保険労務士「年金サポート会」
☎04-2949-1507
FAX04-2947-4015

　子どもたちが健やかに育つことを国
民全体で考えることを目的に、毎年5月
5日の「こどもの日」から1週間を「児童
福祉週間」と定めて、児童福祉の理念の
普及・啓発を行っています。また、毎年、
全国から「児童福祉週間」の標語を募集
しており、今年は3,550作品の応募があ
りました。選考の結果、上村藍子さん
（11歳　香川県）の作品、『あたたかい
　ことばがつなぐ　こころのわ』が最優
秀作品に選ばれました。

５月５日の「こどもの日」から
１週間は『児童福祉週間』です

　5月～6月は「不正大麻・けし撲滅運
動」の実施期間です。
　大麻の使用は有害で、不正栽培・所持
は犯罪です。また、「けし」には法律で栽
培が禁止されている種類があります。大
麻や栽培してはいけない「けし」を発見
したら、県保健所までご連絡ください。
問合　埼玉県秩父保健所☎22-3824

不正大麻・けし撲滅運動

申込＆問合　6月1日(火)から10日
(木)までに往復はがき又はホームペー
ジでお申し込みください。熊谷高等技術
専門校秩父分校☎22-1948
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※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。

情報版情報版


	2105-0132t
	2105-0203t
	2105-0405t
	2105-0607t
	2105-0809t
	2105-1011t
	2105-1213t
	2105-1415t
	2105-1617t
	2105-1819t
	2105-2021t
	2105-2223t
	2105-2425t
	2105-2627t
	2105-2829t
	2105-3031

