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昭和41年11月に利用を開始した小鹿野庁舎は、4月30日をもって閉庁しました。
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ありがとう小鹿野庁舎ありがとう小鹿野庁舎

5月1日現在　   【世帯数】4,630世帯
　　　　　　 　【総人口】11,053人【男性】5,483人【女性】5,570人
4月中の異動　 出生1人/死亡15人/転入13人/転出23人

2021（令和3年）NO.189 広報おがの／令和3年6月1日発行
編集・発行：小鹿野町役場（両神庁舎・総務課）　〒368-0201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5月15日現在）
貯水位　325.74ｍ
貯水量　8,991,200㎥
貯水率　87.7％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.jp28

※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。

▲誕生会•おはなし会
●乳児健診
■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
▲すくすく
　（ふれあい遊び）
●3歳児健診
■ステップ体操

▲開放
▲すくすく
　（計測•発育相談）
■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

▲開放
▲すくすく
　（計測・発育相談）
■ステップ体操
◆集団健診

▲開放
▲子育て相談（面談）
●胃がん検診
◆乳がん ・
　子宮頸がん検診
■夜間開放
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環境の日•芒種

［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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6生活カレンダー
小鹿野町

▲サーキット遊び
●バランスボール教室
■長寿筋トレ教室
■日中開放
◆バンビちゃんの会

▲ふれあい遊び
■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
◆バンビちゃんの会
◎こころの悩み
　何でも相談

▲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
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
■体組成計測定日

▲開放
■日中開放

▲開放
●子育てこころの相談
■日中開放
■骨密度・体組成計
　測定日
◎ひきこもり相談

▲年齢別講座よちよち
◎認知症相談日
◆集団健診

▲開放
◆オレンジカフェ
　「笑顔」
◎こころの悩み
　何でも相談
★集団健診

▲開放
◎認知症相談日
◆集団健診

▲たなばた飾り作り
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲開放
■日中開放

▲開放
▲お庭で遊ぼう
　（じゃがいも掘り）

▲開放

▲開放

▲開放
▲すくすく
　（離乳食相談）
●交流会
■ステップ体操
◆集団健診

▲父の日制作
●バランスボール教室
■ステップ体操

◆結婚相談日

★図書館休館日

◆新型コロナ
　ワクチン予防接種

◆新型コロナ
　ワクチン予防接種

◆新型コロナ
　ワクチン予防接種
☆おはなしひろば

◆新型コロナ
　ワクチン予防接種

◆新型コロナ
　ワクチン予防接種

●集団健診
◆新型コロナ
　ワクチン予防接種

★図書館休館日

★図書館休館日

★おやこ郷土料理
　教室

★図書館休館日

▲開放
●産後ケアプログラム講座
■日中開放
◆集団健診

▲開放
●産後ケアプログラム講座
■日中開放
★集団健診

▲お庭で遊ぼう
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
◆集団健診

▲年齢別講座てくてく
　 じゃんぷ
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
◆集団健診

▲親子ふれあい遊び
■長寿筋トレ教室
■日中開放
◆集団健診

★図書館休館日

★図書館休館日

町県民税　第1期
納期は6月30日(水)です。

今月の納税今月の納税

県民スポーツの日

気象記念日 歯と口の健康週間

時の記念日 入梅

父の日 夏至 男女共同参画週間

国民安全の日・
更生保護の日

半夏生

小暑・七夕



国保町立小鹿野中央病院
職員を募集します
国保町立小鹿野中央病院
職員を募集します

募集職種●看護師
採用予定人数●若干名
受験資格●看護師免許を有する人、又は令和3年度中に
実施される国家試験を受験し同免許取得見込みの人で
地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない
人
試験日及び内容●7月31日（土）／作文試験及び面接試
験
試験場所●国保町立小鹿野中央病院
採用予定時期●令和4年4月1日
※国家試験不合格の場合、内定取消とします。
提出書類●履歴書、卒業見込み証明書、成績証明書
※有資格者は履歴書及び看護師免許証の写し
受付期間●6月1日（火）～25日（金）8:30～17:15
（土・日・祝日は除く）※郵送の場合も期間内必着
問合せ●国保町立小鹿野中央病院事務局☎75-2332

移住支援コーディネーターを
募集します
移住支援コーディネーターを
募集します

　町では、町外からの移住を検討する人に対し小鹿野町
の魅力を紹介するため、小鹿野町移住支援コーディネー
ターを募集します。
受付期間●6月1日(火)～30日(水)
募集人数●若干名
受験資格●移住・定住支援及び地域づくりに理解と関心
があり、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当
しない人
選考方法●第一次選考：提出書類による書類選考
第二次選考：面接（場所：小鹿野町役場両神庁舎）
任期●令和3年9月～令和4年3月末
業務場所●小鹿野町観光交流館内移住相談窓口
業務時間●土・日曜日の10：00～15：00(1時間の休憩含む)
業務内容●移住者及び移住希望者への相談業務、観光案
内等
給与●規定による時給942円～
申込＆問合せ●市販の履歴書に必要事項を記入し提出し
てください。　両神庁舎・総合政策課☎75-1238

町営住宅北扶桑ヶ原団地
募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建 2LDK 69.55㎡
所在地●小鹿野町下小鹿野2126番地1(信濃石信号西
約300ｍ）
町営住宅笠原団地
募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建 2LDK 67.3㎡
所在地●小鹿野町小鹿野405番地(南町裏通り伊豆沢入
り口）
家賃●所得により決定　　敷金●家賃の3カ月分
駐車場●2,500円/台(月額)
入居資格
■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。
■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こと。
■国・地方税を滞納していないこと。
特定公共賃貸住宅松坂団地
募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建 3LDK 92.74㎡
所在地●小鹿野町飯田606番地(松坂信号東約50ｍ）
家賃●50,000円　　敷金●家賃の3カ月分
駐車場●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。
■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。
■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。

募集人数●3人程度
対象●高校生以上
内容●学童（小学生）の生活支援補助
期間●夏休み期間（7月21日（水）～8月31日（火））

申込＆問合せ●市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、
6月30日（水）までに提出してください。勤務時間及び報酬
の詳細についてはお問い合わせください。（両神庁舎・住
民生活課 子育て包括支援室☎75-4101）

町営住宅等の入居者を募集します町営住宅等の入居者を募集します

両神学童保育室の指導補助員を募集します（夏季期間中のアルバイト）両神学童保育室の指導補助員を募集します（夏季期間中のアルバイト）

募集期間●6月4日(金)～18日(金)
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204

ありがとう小鹿野庁舎

　昭和41年11月に利用開始以来、多く
の町民の皆さんに利用され、住民サービ
スの中心を担ってきた小鹿野庁舎が老朽
化による建て替えに伴い、4月30日に閉
庁しました。

　昭和41年11月に利用開始以来、多く
の町民の皆さんに利用され、住民サービ
スの中心を担ってきた小鹿野庁舎が老朽
化による建て替えに伴い、4月30日に閉
庁しました。

小鹿野庁舎建設中の写真
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高性能合併処理浄化槽の設置促進高性能合併処理浄化槽の設置促進

各種補助金
①配管費の補助金（転換設置のみ対象）
　高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、トイレ、台所、
風呂場等から浄化槽へ流入する管及び放流先までの管
の布設工事に要する額
補助金額●配管費用の全額（限度額は20万円）
②単独処理浄化槽及びくみ取り式便槽の撤去補助金（転
換設置のみ対象）
　高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、単独処理浄化
槽やくみ取り式便槽の撤去に対して補助金を交付します。
補助金額●限度額は10万円
③放流ポンプ槽の設置に補助金
　高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、放流先が高く
自然に流せない場合に、放流ポンプ設置費の補助金を交
付します。
補助金額●限度額は5万円

④生活排水路の整備に補助金
　共同で設置する場合は共有する部分、一戸で設置する
場合は公共用水域までの距離が20ｍを超える部分につ
いて補助対象とし補助金を交付します。
補助金額●整備費の2分の1（限度額は30万円）
■標準的な個人住宅の分担金（令和3年度）

■浄化槽の人槽の決め方

申込＆問合せ●衛生センター☎75-0352

災害時の避難行動要支援者名簿への登録を希望する人へ災害時の避難行動要支援者名簿への登録を希望する人へ
　町では、小鹿野町地域防災計画のもと、避難行動要支
援者名簿を作成しています。災害時における安否確認や
避難支援などの必要な支援を受けられるように、名簿へ
の登録をお願いします。なお、対象となる人は次のとおり
です。
避難行動要支援者名簿とは・・・
　避難行動要支援者（災害時に自ら避難することが困難で
あり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支
援を要する人）と認められた人の名簿を作成しています。
対象●次に該当する在宅で生活されている人が対象とな
ります。
①65歳以上の単身高齢者
②70歳以上の高齢者のみで構成する世帯に属する人
③要介護認定3～5を受けている人
④身体障害者手帳1級又は2級を所持する人
⑤療育手帳Ⓐ・Ａを所持する人
⑥精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人
⑦難病患者
⑧その他避難支援等を希望し、町長が支援の必要を認め
た人
※①～⑦の名簿対象者に該当しない場合でも、避難支援

等を希望し、「小鹿野町避難行動要支援者名簿」への登録
を申請すれば、避難支援等関係者へ情報提供を行いま
す。また、名簿情報は、1年に1度更新します。
避難支援等関係者●町で作成する避難行動要支援者名
簿の提供を受け、避難支援等の実施に携わる関係者を指
します。小鹿野町地域防災計画では、次の皆さんを避難支
援等関係者としています。
　地域の自主防災組織、行政区長、消防団分団長、民生委
員、小鹿野町社会福祉協議会、小鹿野警察署、秩父消防
署西分署等
名簿への登録方法●次の方法により申請してください。
①福祉課へお越しいただき申請（代理の人でも申請でき
ます。）
　保健福祉センター・福祉課窓口にて申請書に記入して
もらいます。家族等の緊急連絡先の記入もいただくため、
住所・携帯番号等がわかる物をご持参ください。
②申請書を自宅へ郵送後、福祉課へ申請（持参又は郵送）
　電話にて申請書類を依頼し、福祉課から郵送される申請
書に必要事項を記入のうえ、福祉課までご提出ください。
※返送による申請の郵送料は、申請者負担となります。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

住宅地等における農薬使用を減らしましょう住宅地等における農薬使用を減らしましょう
　農薬は植物の病気や害虫の駆除、除草等においては有
効な資材ですが、使い方によっては、人の健康や生態系に
悪影響を及ぼすことがあります。
　最近では、一般家庭などでガーデニングの普及や庭の
手入れのために農薬を使用する機会が増えています。農
薬散布時の飛散等による人の健康、特に子どもや妊婦、ぜ
んそく患者、化学物質過敏症の人などから健康被害の訴
えが寄せられることもあり、農薬の適正使用の徹底が望
まれています。
　殺虫剤や除草剤等の使用については極力控えるととも
に、生物多様性の保全など薬剤に頼らない環境作りにご
協力をお願いします。
殺虫剤や除草剤などを使用しない方法を考えましょう。
　定期的に散布をしている場合は、病害虫の早期発見や
雑草の早期除草に努めて、状況に応じた剪定や捕殺、防
虫網や防草シートの活用などの方法に切り替える検討を
お願いします。
殺虫剤や除草剤などを使用する場合は、以下のことに注
意しましょう。
■飛散しないものを選びましょう。
　薬剤の飛散防止のため、液剤や粉剤を避け、誘引式や
粒剤などの飛散しにくい散布方法に取り組みましょう。

■事前に十分な周知をして、必要最小限の使用にしま
しょう。
　ホームセンター等で購入できる園芸用農薬であっても
安全面に注意し、ラベルに記載された使用方法を守り、散
布は必要最小限にとどめるとともに、事前に近隣住民に
周知するなどの配慮をしましょう。また、周囲に飛び散ら
ないよう無風の時など、天候や時間帯にも配慮しましょ
う。
■農薬の使用履歴を記録して、しっかりと保管しましょ
う。
　いつ、どこで、何を、どのようなものに、どれくらいなど、
記録を残すことを習慣づけましょう。
　また、鍵付きのロッカーに保管するなど、子どもが容易
に触れないよう工夫して保管しましょう。
■農薬の現地混用はやめましょう。
　使用する前にラベルを確認し、混用禁止など記載され
た注意事項は必ず守りましょう。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101　
　　　　住民生活課☎75-4170

自宅で蜂の巣を見つけたら自宅で蜂の巣を見つけたら
　春から秋にかけて蜂の活動が活発になります。
　町で蜂の巣駆除は行っていませんので、駆除について
は直接駆除業者等へ依頼してください。
蜂に刺されないための予防策
●蜂は巣に近づいたり、振動を与えたりすると巣を守るた
めに攻撃してきますので、なるべく巣に近づかないよう
にしましょう。
●蜂がねらう部位で最も多いのは手や腕、次に頭部や顔
になります。肌を露出しないよう長袖を着用し、頭部は
帽子を被り露出部をなるべく少なくしましょう。

●蜂は色が黒くて動くものに対して攻撃する習性があり
ます。黒色系の衣服等の着用は控えましょう。
●蜂は匂いに敏感です。香水や整髪料、化粧品などの匂い
に反応するので、屋外作業時には化粧品などの使用は
控えましょう。

●蜂は光るものにも反応するので、腕時計など光を反射
するものは身に着けないようにしましょう。
蜂に刺された時の対処法
●蜂に刺されてしまったときは、速やかに巣から離れ、傷口
を流水で洗い流し、ステロイド軟膏を塗ると良いです｡

　町では、快適な住環境をつくるとともに河川の水質を改善し清流を
取り戻すことを目的として、単独処理浄化槽やくみ取り式便槽から合
併処理浄化槽への転換を図る世帯に対し配管布設費用等を補助して
います。
　現在、くみ取り式便槽や単独処理浄化槽をご使用の家庭の皆さん、
合併処理浄化槽への早期転換を考えてはいかがでしょうか。

5人槽
7人槽
10人槽

世帯人員が3人以下
世帯人員が4～5人
世帯人員が6～8人又は2世帯住宅

浄化槽の種類 標準（乗用車乗入可） 人道（乗用車乗入不可）

5人槽
7人槽
10人槽

93,479円
106,737円
129,919円

66,443円
81,281円
101,053円

※スズメバチに刺された場合は、早急に医師の診察を受
けてください。
町内でハチの巣の駆除をしていただける人
　三田川　関　章雄さん
　　　　　☎75-0816　携帯090-2558-1563
　般　若　倉林　久さん
　　　　　☎75-0404　携帯090-4050-0482
※駆除費用は、ご依頼主の負担となります。相手の人と十
分打ち合わせのうえ、依頼してください。
問合せ●両神庁舎・住民生活課☎75-4170

アシナガバチの巣

スズメバチの巣
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便利につかえるマイナンバーカード便利につかえるマイナンバーカード
マイナンバーカードで利用できるサービス
■役場の閉庁日でも住民票の写し、印鑑証明書がコンビ
　ニエンスストアで取得できます。
　6:30～23:00の時間で土・日・祝日も対応
　※年末年始等休止する場合があります。
■健康保険証として利用できるようになります。（医療機
関・薬局など順次利用可能となる予定です。）

■税の申告（e-Tax）など、自宅で申請できます。

マイナンバーカードの交付申請を支援します
　マイナンバーカードの交付申請は、QRコードを読み取
ることにより、オンラインで申請することができます。町で
は、この申請にあたって支援をしますので、申請の仕方が
わからない人は、両神庁舎・住民生活課までお気軽にお越
しください。
　なお、申請にあたっては右記の書類をお持ちください。

申請に必要なもの
①本人確認ができる書類
・1点で確認できるもの
　運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（写真入
　り）、在留カードなど顔写真があるもの
・2点以上必要なもの
　健康保険証、介護保険証、国民年金手帳、学生証など住
　所が記載されているもの
②QRコード付き申請書（ない場合は窓口でお知らせくだ
　さい）
　上記書類の確認後、顔写真を撮影し、オンラインで申請
します。申請後、約1カ月で交付できます。
受付時間●平日9：00～17：00
受付場所●両神庁舎・住民生活課窓口
※カードの交付・更新等の臨時窓口を6月26日（土）9：00
～17：00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。
問合せ●両神庁舎・住民生活課☎75-1418

たくさんのごみが流れてきています
　毎日、いろいろなごみが流れてきています。
　水質や環境の悪化はもとより、引き上げや分別にも大
変な労力を要しますので、流すことのないようご協力をお
願いします。
【ごみの一例】ペットボトル、パック酒、弁当容器、肥料袋、
ビニール袋、庭木等の剪定枝

刈り払った草を流さないでください
　用水路沿いで刈り払った草や木の枝が水路に詰まって
トラブルが発生しています。
　刈り払いの際は水路に落とさないようにご協力をお願
いします。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

現況届を忘れずに申請しましょう　児童手当制度現況届を忘れずに申請しましょう　児童手当制度
　この制度は、家庭における生活の安定と児童の健全な育成及び資質の
向上を図るため、児童を養育している人に手当が支給されるものです。
　児童手当を受けるためには、申請が必要です。申請が遅れると遅れた月
分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
支給対象●生まれた日の翌月から15歳到達後、最初の3月31日までの間
にある児童（中学校修了前の児童）を養育している人に支給されます。（所
得制限あり）
※公務員の場合は、勤務先から支給されます。

支給時期●毎年2月・6月・10月にそれぞ
れ前月分まで（4カ月分）が支払われます。
現況届の提出●6月1日現在、手当を受給
している人は、毎年6月中に「現況届」の提
出が必要です。6月分以降の手当を引き続
き受ける要件を満たしているかどうか確認
するためのものです。この届の提出がない
と6月分以降の手当が受けられなくなりま
すのでご注意ください。該当する人には案
内、現況届、及び返信用封筒を郵送します
ので、受付期間内に郵送もしくは住民生活
課窓口へ提出してください。
問合せ●両神庁舎・住民生活課子育て包
括支援室☎75-4101

小鹿野用水にごみを流さないで小鹿野用水にごみを流さないで

小鹿野町出身の
聖火ランナーを紹介します
小鹿野町出身の
聖火ランナーを紹介します

「この度、埼玉県代表聖火ランナーとして走行させていただ
きます前野恵です。
　生まれ育った秩父での走行ができる事を誇りに思いま
す。
　1年の延期を経て、3月から日本各地でスタートし、最終地
点の東京まで繋ぐラストスパートとなります。歴史ある聖火
が秩父の地を灯すと思うとワクワクします。
　コロナ禍での開催は今までにない対応や対策が必要とな
ることから、聖火リレーができるのかどうかも不安でした。
　小さい頃からスポーツが大好きで長若のポートボール
チームと小鹿野のミニバスチームに参加し、中学・高校時代
も部活に励んでいました。その頃から将来はスポーツに関
わる仕事がしたいと思いスポーツトレーナーとして働き始め
ました。海外を拠点に無我夢中で働いていた頃、ギラン・バ
レー症候群（手足の先にしびれや力の入りにくさが出てき
て、その後数日から２週間のあいだに急速に症状が進行す
ることが特徴の病気。神経症状が出てから2週から4週で症
状はピークになり、重症例では四肢麻痺が進んで歩行に介
助を要し、呼吸筋にも麻痺が及んで人工呼吸器を装着する
ことが知られています。）という難病を発症し仕事を続けら
れなくなりました。身体を動かす事が得意で、元気が取り柄
だった私が突然車椅子生活になり、歩行訓練や物を持つ練

習など、辛いリハビリを乗り越えられたのは家族、友人のお
陰でした。オリンピックが東京に決まった時オリンピック選
手のトレーナーになりたい！と夢を持って頑張ってきた私が夢
を諦めなくてはならない、歩けない、箸も持てない…想像も
していなかった生活の中で何度も折れそうになった自分を
支えてくれたみんなに感謝の気持ちで走りたいと強く思いま
した。
　昨年のポートボール大会は新型コロナウイルス感染症の
影響で中止になってしまいましたが、自分自身が幼い頃にお
世話になっていたチームのコーチを務めさせていただいて
おりました。ポートボールチームの子どもたちにも諦めなけれ
ば夢は叶う！大好きなスポーツを地元の子どもたちにももっ
と好きになってもらいたい。そしてなによりスポーツをする事
の楽しさをもっと伝えたい。大好きな地元に恩返しがしたい！
と聖火ランナーに応募させていただきました。
　当日は地元の方々や、チームの子どもたち、家族、友人に
感謝の気持ちを持って楽しく走りたいと思いますので、応援
よろしくお願いいたします！！」

支給月額
3歳未満

3歳以上小学校修了未満

中学生
所得制限により特例給付の場合

一律
第1・2子
第3子以降
一律
一律

15,000円
10,000円
15,000円
10,000円
5,000円

～クライミングによるまちおこし～

■テレビ埼玉「いまドキッ！埼玉」でテレビ放送されました
　4月24日（土）に放送された「いまドキッ！埼玉」で、
小鹿野町クライミングパーク神怡舘がTV放送されま
した。
　過去の放送内容が番組YouTubeサイトでも配信さ

れていますので、見逃してしまった人は、右
記の二次元バーコードを読み込みご覧く
ださい。

VOL.22

問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805

Let‘s Try ボルダリ
ング

　人権問題について皆さんの相談相手となる人権擁護委
員として、小鹿野の渡部幸夫さん（再任）が、令和3年4月1
日付けで法務大臣から委嘱されました。
　人権擁護委員は、町民の中から町長が推薦した人を法

務大臣が委嘱する民間のボランティアで、人権相談や人
権尊重のための啓発活動などを行っています。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1221

人権擁護委員が委嘱されました人権擁護委員が委嘱されました

埼玉県公式チャンネル

　東京2020オリンピック聖火リレーが7月7日(水)に、秩
父市・皆野町・長瀞町間で開催が予定されています。
　この聖火リレーには、小鹿野町出身の前野恵さんが走
行する予定です。

広報 おがの　インフォメーション インフォメーション　広報 おがの

6
広報 おがの　6月号 広報 おがの　6月号

7



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4月27日決定分

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間

両神ふるさと総合会館1階空気調和設備
改修工事
町道37号線舗装工事

衛生センター水質大気分析業務委託

衛生センター各種測定計器保守点検業務委託

生活環境調査分析業務委託

令和3年度小鹿野町立小中学校
ネットパトロール業務

両神薄地内

下小鹿野地内

伊豆沢地内

伊豆沢地内

小鹿野町内

町立小中学校

9,190,500円

1,348,600円

1,980,000円

1,760,000円

1,089,000円

660,000円

有限会社小鹿野電気

株式会社田嶋造園土木
株式会社熊谷
環境分析センター
環境計装株式会社
株式会社総合環境分析
埼玉営業所
株式会社ＪＭＣ
東日本支店

～令和3年8月31日

～令和3年8月25日

～令和4年3月25日

～令和4年3月25日

～令和4年3月25日

～令和4年3月31日

　65歳以上の方（昭和32年4月1日以
前に生まれた方）への新型コロナワク
チン接種が5月から始まりました。待ち
に待ったという町民の方も多いかと存
じます。

　前にもお話しいたしましたが、今回のワクチン接種は
秩父圏域１市４町と秩父郡市医師会とで協力して取り
組んでおります。接種をする方は、秩父圏域内であれば
自分の希望する接種会場（集団接種会場、個別接種
医療機関）、日時が選択できるシステム（秩父方式）と
なっています。
　去る４月２６日から予約を開始いたしましたが、コール
センター・LINEともに大変混み合い予約がとりづらい
状況となりました。大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳
ございませんでした。
　その後は予約方法を改め、予約開始日、予約可能な
接種日、予約枠数を明示し、年齢を区切って行っていま
す。予約方法は電話の場合はコールセンター
（050-2018-2795）へ、LINEの場合はお配りした接
種のご案内に表記したQRコードを読み取って、「秩父
市」へ友だち追加します。なお、電話、LINEとも受付時
間は８：３０～１７：１５（平日のみ）とし、予約枠がすべて埋
まった時点で受付終了となります。ワクチン供給も6月
末までに、65歳以上の人口分のすべてが配送となる予
定で、必ず予約することはできますのでご安心していた
だきたいと存じます。

　町内の集団接種会場は、小鹿野文化センターで６月
は毎週土曜日の１３：３０～１6：0０を予定しています。また、
町内での個別接種医療機関は、小鹿野中央病院、鈴
木内科・眼科クリニック、原医院、本間医院、横田内科・
呼吸器科クリニック、堤医院（両神、自院での予約受
付）です。各医療機関の接種可能曜日は、配布したチ
ラシや町ホームページでご確認ください。
　ワクチン接種が不安な方、接種を迷っている方は、か
かりつけ医に相談してください。また、これまでアナフィ
ラキシー（重度のアレルギー反応）を起こしたことのあ
る方は、コールセンターに連絡し、秩父市立病院、秩父
病院、小鹿野中央病院、皆野病院での接種の予約を
してください。その際に予約した病院へもご連絡をお願
いします。なお、当日の予診で接種ができない場合があ
りますので、ご了承ください。
　接種した後に、接種部位の痛み、頭痛、発熱、関節
痛、疲労感などの副反応が起こる場合があります。通
常は短期間でおさまりますが、仕事等の調整をしてから
予約をお願いします。
　いずれにしましても、町としても短期間での大規模な
ワクチン接種は、今まで経験のない未曾有な事業です
ので、町民の皆様にも大変ご迷惑をおかけすることが
あるかと存じますが、ご理解ご協力をお願い申し上げま
す。

小鹿野町長　森 真太郎

新型コロナワクチン接種が始まるこんにちは。
町長です。

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.12

　本特集では、日頃から、小鹿野高校と関わりがある人やご支援・ご声援をいただいている皆
さん、そして小鹿野高校の卒業生たちにインタビューをし、お届けします。今月号は、バトンリ
レー形式で、小鹿野高校ご卒業のご夫妻2組に、小鹿野高校に通われていた当時の思い出など
について、お伺いしました。

高岸友行さん、茂子さん（小鹿野地区在住：高岸電機）
たかぎし ともゆき　　　　しげこ

豊田明生さん、ひと美さん（長留地区在住：シュールベルクドレミ会音楽教室）
とよだ　あきお　　　　　　　　 み

■小鹿野高校での思い出
を教えてください
　友行さん「まず何と
言っても、ブラスバンド部
に入り、毎日のめり込むよ

うに、仲間たちと楽器を演奏していたことです。当時、ブラスバンド
部は部員が５０名ほど在籍しており、活気がありました。また、先生方
のこともよく覚えています。体育祭で仮装行列を行う行事があった
のですが、その日は生徒も先生も、みんな思い思いの仮装をしてい
ました。2年生の時の担任だった吉野先生は結婚式の新婦役に、
副担任だった上村先生は新郎役に仮装して生徒を楽しませてくれ
ました。山内先生は、英語の先生でしたが、ピアノが上手で校歌を
教えてもらったことを思い出します。」
　茂子さん「主人と私は、３年間同じクラスでした。１年生の時、選
挙管理委員会として活動をしながら、生徒会書記に立候補したこと
がありました。その時、話しかけやすかった友行さん（ご主人）に応

援演説を頼みました。当選はできませんでしたが、良い思い出と
なっています。また、私は、幼稚園に通っていた頃から、小鹿野町の
お師匠さんの元で箏を習っていました。小鹿野高校入学後も続け、
３年生の時に、名取りとなりました。他には、学校行事として毎年
行っていた両神登山も、よく覚えています。」
■小鹿野高校に通う後輩たちへ、メッセージがあれば教えてください
　お二人より「小鹿野歌舞伎は、役者、衣装、かつら、三味線、義太
夫、大道具、小道具と全ての役職を自前で行うことができます。舞
台には、大きな屋台もあります。また、現在、「子ども歌舞伎」を経験
した人たちがUターンをして小鹿野に戻り、小鹿野歌舞伎の後継者
になろうと頑張っています。そんな小鹿野歌舞伎の魅力に、ぜひ、小
鹿野高校にいる間に、触れてもらうことができたら嬉しいです。」

■小鹿野高校での思い
出を教えてください
　明生さん「小鹿野高
校に入学後、赴任して２
年目だった萩原先生との

出会いは大きな出来事でした。ブラスバンド部を立ち上げることに
熱心だった萩原先生と一緒に、部員になってくれそうな友人を一人
ずつまわって、声をかけたのです。その後は、ブラスバンドにとにかく
夢中でした。朝、昼、晩と一生懸命とにかく練習や演奏をしていた
のです。部が立ち上がって３年目の年だったでしょうか。埼玉県のコ
ンクールで、部として２位の成績を収めたのです。その時は、町をあ
げて喜んだことをよく覚えています。私を含め、同期の仲間は音楽
の道に進んだ者も結構いました。卒業してから、小鹿野町へUター
ンしてきた時に、OB・OGで結成した小鹿野ウインドアンサンブルと
いう団体にリーダーとして加入し、今に至っています。」
　ひと美さん「幼稚園に通っていた頃、長留地区から小鹿野小学
校まで、今よりもざらざらとした道を歩いていき、その校舎の中から
ポロポロと聴こえるオルガンの音に耳を傾け、聴き入っていたことを
よく覚えています。小鹿野高校のブラスバンド部との出会いは、私
が通っていた長若小学校に演奏に来てくれた時のことです。初め
てブラスバンドの演奏を聴いたのですが、その時、身体中がしびれ

るような感動を覚えたのです。このような体験もしていたことから、
小鹿野高校入学後は、ブラスバンド部に入りました。卒業後は、音
大に進学し、中学校の先生になりました。そして、小鹿野町へUター
ンした後、小鹿野高校の近くで音楽教室を立ち上げることとなりま
した。当時のブラスバンド部の後輩の生徒さんが通ってきてくれて
いた時期もありました。今でも繋がっています。」
■小鹿野高校に通う後輩たちへ、メッセージがあれば教えてくだ
さい
　明生さん「部活であってもそうでないものであっても、小鹿野高
校に通っている間に、何かに夢中になるような生活を送ってもらえ
たらな、と思っています。当時の萩原先生と私がそうだったように、
生徒さんが高校で何か新しく始めたいことがあれば、ぜひ叶えても
らえたらなと思っています。私たち自身も、何か高校生たちと一緒に
できる場面があれば嬉しいです。」
　ひと美さん「『心が何かに触れる』ような体験をしてもらえたら嬉
しいと思っています。そのためにも、私たちを含めて、小鹿野高校の
卒業生たちが輝いて今を生きている姿を、今の小鹿野高校の生徒
さんに、見せていけたらと思っています。」

小鹿野高校の生徒たちへ、卒業生の皆さんから応援のメッセージ

　鹿高OB・OGで立ち上げたブラスバンドサークル・小鹿野
ウインドアンサンブルで現在も活動を共にする高岸さんご
夫妻よりバトンをもらいました。

結成40年!!
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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

　アリオ上尾店に『道の駅両神薬師の湯』が物産
展を出店されました。協力隊もスペースの1部を
お借りして、ウッドスタート・ウッドチェンジブー
スを設け、これまでの製作物の参考出展、販売、
お子様向け木育ミニワークショップを開催しまし
た。メッセージカードづくりワークショップは総
合政策課の本さんに企画から講師までサポート
いただき、子どもたちに喜んでもらえるワーク
ショップにすることができました。（御田）

　藤倉の旧倉尾中学校(体育館)
にて設立予定の蜂蜜酒醸造所に
いよいよ設備が搬入されました。
夏～秋頃の酒類製造免許の取得
に向け、準備中です。（工藤）

　4/17「おがの春市」にて、フラワーセ
ラピーを実施。これまで移住相談を受け
る中で、お話を傾聴する大切さを学びま
した。簡単なことではありませんが、お
相手の課題を聞き、和らげるお手伝い
が、任期後の仕事の1つとなるよう取り
組んでいきます。（本）

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！ ➡

　小鹿野の冬を超したブロッコリーが花を咲かせ、
ミツバチが訪れます。無事に受粉し種が採れること
を心待ちにしています!(掛川)

　私は小鹿野町の「クライミングによるまちおこし」の役に立ち
たいと思い、令和2年１月から活動を始めました。
　「クライミングパーク神怡舘」で登り方や楽しさをお伝えし、
ボルダリング課題（登るコース）を作る事が主な仕事で、小学
生ボルダリング講習会やロープクライミング講習会を実施した
り、壁の入れ替え作業を行ってきました。クライミングって「怖い
な」「自分には無理！」と思いますよね。私も最初はそうでした。
でも他のスポーツと同じようにルールを守りコツを覚えれば、誰
でも自分のペースで安全に楽しめるんです！クライミングが他と
違う所は、「怖さ」や「無理だ」という気持ちに挑戦する“冒険

心”です。「自信がない」と
思っていた人がクライミン
グの面白さを知り成長し
ていく姿は輝いています。
　また何よりも、小鹿野町
は自然の中でクライミング
を楽しめる『岩場』が沢山
ある、貴重で素晴らしい町
なのです！テーマパークや
モールを作らなくても、すぐそこにある山で遊べて人を呼び寄
せられる事を誇りに思っていただきたいです。クライミングパー
ク神怡舘で練習したら、自然の中へ踏み込んでみましょう！勇気
を出して岩壁をよじ登ったその先には、登った人にしか見えな
い景色があって、達成感に満たされます。安全に配慮した初心
者用のコースがありますので、ぜひ体験していただきたいです。
　今なら町民の方は無料で登れます！（平日のみ）まだクライミ
ングしたことがない方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ一
度遊びに来て下さい！！！

活動の軌跡 ～地域おこし協力隊～活動の軌跡 ～地域おこし協力隊～

　秩父エフエム“ほっとTEAタイム”に出演し、
協力隊活動のことや小鹿野町での生活などを
お話しさせていただきました。小鹿野町の方々
の温かいエピソードをたくさんお話ししてしま
いました！今後も、協力隊活動も小鹿野暮らし
も楽しんでいきたいと思います。（宮本）

　おがの発大人の学校、「夢の描き方」
「国際交流」「対話の時間」と、3種類の授
業が行われました！「対話の時間」では、
「あなたにとって、この町とは？」をテーマ
に、たっぷり2時間くらいかけて、皆さんで
対話を行いました。「対話の時間」は、今
後も、テーマを変えながら継続して行って
いきます。ぜひご一緒に、場をつくってま
いりましょう！（宇佐川）

地域おこし協力隊　佐々木  均

地域おこし協力隊　師岡 謙一

　令和2年１月１日より
小鹿野町地域おこし協
力隊として活動させて
いただいています。
　主な活動は、地域の
方々のお手伝いと関係
人口創出をテーマに活
動していますので、お手
伝いできることがあれ
ばお声掛けください。
　小鹿野町とのつなが

りは旧両神村に浦和市青少年相談員としてジュニアキャンプ
引率にてお世話になった頃までさかのぼります。
　当時よりボランティア活動に興味があり、現在でもNPO法人
秩父百年の森にて限界集落のサポートと「切らない林業」とし
てメープルシロップの製造、小鹿野町両神小森地区を中心に
カエデの樹液の採取活動に携わらせていただいています。
　また、限界集落サポートについては、小鹿野町飯田と秩父市
吉田にまたがる千鹿谷地区のお手伝いをさせていただいてい

ます。
　特に地域おこし協力隊入隊後は飯田地区の枯木柚子と山
椒の畑管理と収穫などの作業、柚子、山椒を使ったワーク
ショップなどの開催を行っています。
　現在お借りしている住居も大家さんが秩父地域おもてなし
観光公社の学生さんの民泊受け入れを行っていた経緯もあ
り、協力隊での主な活動となっている関係人口の創出もふまえ
て小鹿野町に興味のある方や小鹿野が好きな方を対象に民
泊・プライベートキャンプの受け入れ準備を進めています。
　任期終了後はアウトドアショップ勤務の経験を活かして小鹿
野町にてキャンプ場とカフェを併設した施設の開設にむけて最
適な場所の選定を行っております。
　今後ともよろし
くお願いいたしま
す。

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.48VOL.48

　小鹿野町や秩父地域の材料をたっぷり使って仕込んでいる
トムジンのリリースまであともう少しです。お酒はリリースまで
に多くの書類の作成、税務署など各所への確認作業が必要で
す。研修を通して日々学びながら、引き続き精進してまいりま
す。（髙山）
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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

　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　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。

オンライン子育て相談（予約制）

　親子の健康づくりのため、今年度のおがニャッピー親子体操
動画へ出演する児童（初めての人で町内在住に限る）を募集しま
す。詳しくは町ホームページに掲載しますので、6月18日（金）ま
でに、子育て包括支援室（両神庁舎内）にお申し込みください。
①1～2歳児向けの親子体操（募集児童2人）
　対象月齢：平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ
②3～5歳児向け親子体操（募集児童3人）
　対象月齢：平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれ

おがニャッピー親子体操動画に
出演する児童を募集します 　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●6月21日(月)10:00～12:00
場所●けんこう交流館（旧児童館）
内容●訪問やオンラインでの相談も可能です。
講師●臨床心理士
申込●6月18日（金）までにお申し込みください。

子育てこころの相談（予約制）

母子手帳アプリ
「ほっと子育ておがニャプリ」

　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。

おがのこども園 おがの保育所

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）

　「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』を実施します。
日時●6月26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、プチ工作
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。
6月の事業も状況により変更となる場合もありますので、
ご了承ください。不明な点はお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗い・
手指消毒・マスク着用のご協力を引き続きお願いします。
6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。

●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・オンライン)
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
相談日●6月30日（水）

　発育測定・栄養相談
日時●6月3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
①6月4日（金）発育相談・計測(保健師)
②6月11日（金）離乳食相談(管理栄養士)
③6月18日（金）父の日制作  ＊予約制
④6月25日（金）ふれあい遊び（保育士）
対象●1歳未満のお子さんと保護者

　お庭で遊ぼう　＊予約制
日時・内容●6月9日（水）10:00～11:30　砂あそび

7月6日（火）10:00～11:30　じゃがいも掘り
対象●1歳半～3歳のお子さんと保護者　各6組
持ち物●着替え、タオル、ビニール袋、水筒、帽子（7月6日は長靴、

軍手もお願いします。）
申込●定員になり次第終了します。

　親子ふれあい遊び
日時●6月10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

　誕生会・おはなし会
日時●6月24日（木）10:00～11:30
内容●誕生会10:50～　4月～6月生まれのお子さんの誕生会を

します。手作りの誕生カードをプレゼントします。誕生児親
子をみんなでお祝いしてあげましょう。
おはなし会11:10～　図書館司書によるお薦め
絵本の読み聞かせをします。

対象●0歳～3歳のお子さんと保護者

　たなばた飾り作り　＊予約制
日時●７月７日（水）9:50～11:40　制作①9:50　②10:20　③10:50
　　　全員制作後11:20～七夕会
内容●たなばたの飾りを作ります。
対象●0歳～3歳のお子さんと保護者　12組
申込●定員になり次第終了します。

　サーキット遊び
日時●6月17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

　父の日制作　＊予約制
日時●6月18日（金）10:00～11:30
内容●お子さんの手形足形をとって、お父さんへのプレゼントを

作ります。
対象●0歳～3歳のお子さんと保護者　12組
申込●定員になり次第終了します。

　年齢別講座よちよち・てくてくじゃんぷ　＊予約制
日時●6月22日（火）よちよち　1歳のお子さんと保護者

6月23日（水）てくてくじゃんぷ　2歳～3歳のお子さんと
保護者
両日とも10:00～11:30

内容●年齢に応じた遊びや子育て情報の交換をします。
持ち物●タオル・水筒・着替え
申込●各開催前々日までにお申し込みください。

「手形のカーネーション」母の日のプレゼ
ントです♡ママいつもありがとう

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

   「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。
・上履きやスリッパをお持ちください。
・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。

　こどもの日のこいのぼ
り作りでは、年長児がクラ
スで大きなこいのぼりを
作りました。固定遊具や砂
・水遊びをして遊んだり、
園外保育を楽しんでいる
子どもたちです。

　新入所児も保育所の
生活に慣れ、笑顔いっぱ
い思い思いの遊びを楽
しんでいます。自分たち
で作ったこいのぼりに負
けないくらい元気いっぱ
いの子どもたちです。

かわいいこいのぼりを作りました

こいのぼりアートの上で

ママ達、制作中
がんばって！

みんなが大好きな「ぴよーん」
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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



第3回小鹿野町読書感想画コンクール第3回小鹿野町読書感想画コンクール第3回小鹿野町読書感想画コンクール第3回小鹿野町読書感想画コンクール第3回小鹿野町読書感想画コンクール

やってみよう!調べる学習やってみよう!調べる学習

ブックスタート（6か月児）・ブックスチャレンジ(1歳児)ブックスタート（6か月児）・ブックスチャレンジ(1歳児)ブックスタート（6か月児）・ブックスチャレンジ(1歳児)ブックスタート（6か月児）・ブックスチャレンジ(1歳児)ブックスタート（6か月児）・ブックスチャレンジ(1歳児)

　調べるテーマが決まったら、それがどんな結果になるか
予想（仮説）してみましょう。予想することで、調べたいこと
が整理され、何をどう調べていけばいいのかがはっきりし
てきます。

　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●6月24日（木）13:30～
場所●けんこう交流館（健診会場）　
※健診対象児童のみ

※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●6月28日(月)10:00～12:00
場所●小鹿野文化センター・調理実習室
内容●Tシャツかストールを藍染でデザインします。
講師●花輪美保さん(染色作家)
費用●1,000円(材料代)※ストール希望の場合は、別途
費用がかかります。
定員●15人
持ち物●エプロン、ゴム手袋、Tシャツ（綿100％か化繊が
含まれる場合、綿65％以上のもの）
申込＆問合せ●6月7日(月)から受付開始です。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

日時●7月4日(日)、11日(日)、18日(日)、25日(日)
　　　7:30～
場所●小鹿野町総合運動公園野球場 ほか
問合せ●小鹿野文化センター・
社会教育課☎75-0063

町民野球大会

ソフトテニスの部
日時●7月11日(日)8:30～
硬式テニスの部
日時●7月18日(日)8：30～
〈共通〉
場所●小鹿野町総合運動公園テニスコート
種目●ソフトテニスの部(ダブルスのみ)一般男女、中学
生男女　硬式テニスの部(ダブルスのみ)一般男女
申込＆問合せ●6月28日(月)までにお申し込みください。
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

町民テニス大会

藍染体験教室

　令和２年度に実施した文化財保存事業のご紹介第三
弾です。
【①古鷹神社の杉】
　小鹿野町指定天然記念物「古鷹神社の杉」は、樹齢
400～500年と推定され、かつて参道の両側に22本の
杉が植えられていましたが、現在3本が残っています。
　近年は、枯れ枝が多くなり参道や建物に落下する危
険性が高くなっていました。そのため、令和2年度事業と
して、枯れ枝落とし等の処理を行いました。
　古鷹神社の杉は古くから街道の目印となっており、皆
本沢を訪れた宮沢賢治一行も目にしていたと思われま
す。今回の事業により、樹勢回復にもつながり、貴重な文
化財が守り続けられます。
〈寄贈のご報告〉
　加藤信行さん(両神薄)より日本戯曲全集等49冊、歌
舞伎台本72点を町に寄贈いただきました。
　『日本戯曲全集』は昭和３年から８年まで刊行された
歌舞伎脚本・舞踊の脚本集です。元禄（1688～1703）
期から明治（1868～1911）期までの東西の歌舞伎脚

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③

本・舞踊脚本計389編が収録されています。
　歌舞伎台本は、御霊神社などで歌舞伎を上演した際
に使われていた手書きのもので義太夫本も含まれてい
ます。歌舞伎の台本は、小鹿野歌舞伎の歴史を語る貴
重な資料として「小鹿野歌舞伎さろん」でも展示してい
ます。
　教育委員会では古い歌舞伎関係資料を収集していま
す。お持ちの人がい
らっしゃればご連絡くだ
さい。

※5月号で紹介した、6
月6日（日）開催予定で
あった調査研究発表会
は、12月12日（日）に再
延期となりました。

文
化
財
ノ
ー
ト
No.38

古鷹神社の杉作業風景

その2〈結果を予想してみよう〉

　調べ始める前に、どんな方法で調べていくのかを決め、
計画をたててみましょう。
①調べるための情報
・図書館･･･百科事典、辞典、図鑑などのレファレンス資料
・役所、博物館等･･･専門的な知識
・家族、地域の人･･･郷土のことを聞く
・インターネット･･･新しい情報を調べる
・観察、実験、体験、見学･･･自分で確かめる
②調べる手順
　まず、百科事典や辞典など調べるためのレファレンス資
料で基本的な知識を調べます。次に、専門的な資料を使っ
て詳しく調べたり、専門的な知識のある人に聞いたり、最
新の情報を得るためにインターネットを使って調べたりし
ます。 

その3〈いろいろな情報を使って記録し調べよう！〉

　この時に、ひとつの情報だけを調べて終わりにするので
はなく、いくつかの情報を組み合わせて調べてみましょう。
インターネットで調べたことを、資料を使って調べ確認す
ることも大切です。
③調べたことを記録しよう
　調べた内容は、ノートやカードな
どに記録しておきましょう。記録す
るときは、なにを調べ、どんなこと
がわかったか、見つけた情報はどこ
から調べたかを記録しておきましょ
う｡記録しておくと、もう一度調べた
いと思ったときにすぐに見つけるこ
とができます｡
④記録のポイント
　調べた情報は、次のことを記録しておきましょう｡
･本･･･著者名､書名､出版社名､出版年､参考にしたペー
　　　ジ、資料を借りた図書館名、請求記号 
・インターネット･･･Webページの制作者、ページタイトル、
　　　　　　　　 URL、閲覧日
・新聞、雑誌･･･記事を書いた人の名前、記事名、新聞・雑
　　　　　　   誌名、出版年月日

　新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、中止といたします。

町民バレーボール大会

記録カード見本

　本を読んで、感動したこと、心に残ったこと、考えたこと
など、心に浮かんだシーンを絵に描いてみよう。
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8日（金）
募集作品●用紙･･･画用紙・ケント紙・マニラ紙・ボール紙
　　　　　のいずれか（厚みのあるものは不可）
　　　　　画材･･･絵の具・クレヨン・パステルなど自由
　　　　　版画・はり絵も可
　　　　　 サイズ･･･36㎝×25㎝以上　55㎝×40㎝以下

　　　　読んだ本にある絵をまねたものや、挿絵やポス
ター・映画・ＤＶＤなどの一部分を描いたものは
審査の対象となりません。

その他●詳しくは後日配付予定のチラシをご覧ください。
　　　　感想画コンクール応援講座を開催します。興味

のある人はぜひご参加ください。

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

6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



　3度目の緊急事態宣言が出されて
しばらくたちましたが、皆様いかがお
過ごしでしょうか。世間ではコロナワク

チン接種の普及も少しずつですが進んできました。とは
いっても早くコロナ騒動が終息して、大勢の皆さんとと
もに楽しくおしゃべりできる日が来ることを願ってやみま
せん。
　ところで皆さんは家事、どのぐらいやっていますか？
女性の方々は日常生活の中で当たり前のようにこなさ
れているでしょう。男性も、まめに家の中のことに関わる
人もいれば、一切関わったことがなくて、奥さんがいなく
なったら生きていけない人もいるかもしれません。そん
な私も、必要に迫られてときどき家事をするようになり、
先日からはアイロンがけを始めました。そのアイロンがけ
で思わぬ発見があったのです。それは、Yシャツのシワ
が消えていく気持ちよさ。3年ほど前にこのエッセイで草
むしりの話を書きました。少しだけ草を抜くつもりが、つ
い夢中になってあっという間に1時間が過ぎてしまった
という話でしたが、なぜ草むしりに夢中になったかとい
えば、やった分だけきれいになってうれしかったから。
シャツのアイロンがけもそれに似ているなあと感じまし
た。
　さて、今回は10年ほど前にご自宅で旅立たれたYさ
んのお話です。90歳を超えていた彼女の最後は老衰で

した。徐々に食べなくなってきましたが、点滴も何もせず、
ご自宅で息子さん夫妻と最後まで過ごしました。もとも
と小さかった彼女が旅立ったときにはおなかもぺちゃ
んこ、あばら骨もくっきりと見えていましたが、不思議と
皮膚のシワは目立ちません。むしろ体の無駄なものがす
べてそぎ取られ、まるで整えられたシャツのような素肌
だったことを覚えています。人の自然な最期の姿は時に
美しさすら感じる、といえば大げさかもしれませんが、そ
れでも命に触れる瞬間は荘厳で神 し々いものです。Yさ
んは今でも私の中に生きていますし、そう思えることが、
命の継承を感じる時でもあります。

日々のちょっとした喜びを大切にし、足元の現実を少し
ずつ積み重ねていくことが、明るい未来につながって
いくんだと思います。

（斎藤茂太：精神科医、随筆家）

　アイロンをかけながら、シワのないYシャツでYさんの
ことを思いだしたことでした。シャツのシワをのばすよう
に、皮膚のシワをのばすことはできません。ならばせめ
て心のシワをのばす生き方ができたらいいなと思う今
日このごろです。

院長　内田　望

思いつくまま
　気のむくまま

50・・・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
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。

休診
　6月25日（金）　総合診療科　山下Ｄr.

　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。

外来からのお知らせ

心のシワをのばす（シワとYシャツと私…）

平日夜間急患対応 土曜夜間急患対応

月
水

火・木・金
6月3日(木)、
24日(木)

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

6月5日・
12日・26日
19日

期日 医療機関 電話

☎23-0611

☎62-6300   

    

秩父市立病院

皆野病院

平日夜間小児初期救急対応
曜日 医療機関

あらいクリニック
秩父病院
秩父市立病院
南須原病院
石塚クリニック

※必ず電話でご確認のうえ、受診してください。

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

月
水

火・木・金
6月3日(木)
24日(木)

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

6月6日
13日
20日
27日

6月6日
13日
20日
27日

医師会休日診療所
(内・小)
熊木町 ☎23-8561

在宅当番医療機関
診療時間／9:00～18:00

皆野町
小鹿野町  
小鹿野町  
小鹿野町  

☎62-0039
☎75-2332
☎75-0020
☎75-2332

金子医院（内）
小鹿野中央病院（内）
本間医院(内・リュ)
小鹿野中央病院（内）

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

☎23-0611
☎62-6300

☎23-0611

秩父市立病院
皆野病院 

秩父市立病院  

●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

6月6日
13日
20日
27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

医療　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



　梅雨の合間や梅雨明けには、気温が急上昇しやすいう
え、体がまだ暑さに慣れていないため汗をかきにくく、熱
中症になることがあります。暑熱順化とは「体が暑さに慣
れること」で、すなわち暑さに強い体を作ることです。
　本格的な暑さが来る前に、運動で軽く汗をかく習慣を
身につけて、熱中症を予防しましょう。
●軽く汗ばむ強度で1日30分程度ウォーキングなどの運
　動をする。
●のどが渇く前のこまめな水分補給をする。
●バランスのよい食事を1日3回欠かさずに食べる。
●十分な睡眠確保する。

　人が生涯にわたっていきいきと暮らすための基盤と
なるものが「食」です。6月は食育月間で「食」に関して
考える期間となっています。町では、食育推進計画を
策定しています。右記の3つの柱を基に、「食」に関する
知識や正確な情報を選択する力を育むことができる
ような教室を実施しています。
　皆さんも、自分や家族の健康を守るために、「食」に
関する「本を読む」「家族で一緒に料理をする」「家族
で一緒に食事を食べる」など様々な経験を通じて、家

6月は食育月間です！特 集

※集団接種会場及び個別医療機関どちらの場合も左記で予約してください。
※予約時間は、8:30～17:15（平日のみ）
※5月20日（木）の予約受付から年齢を区切っての受付となります。詳しくは、毎戸配布の
チラシをご覧ください。
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
受け方●コールセンターに予約後、接種日に接種券(クーポン券)、予診票、健康保険証等
身分を証明するものを持参してください。

新型コロナウイルスワクチン接種

がん検診を受けましょう

熱中症予防－暑熱順化をご存じですか？－
　今年のテーマは「一生を　共に歩む　自分の歯」です。
　口腔の健康を保つことで、楽しく充実した食生活を送る
ことができます。皆さんは、歯のかかりつけ医を持っていま
すか？かかりつけ歯医者を持つことで、正しい歯の磨き方
や義歯の手入れなどの指導が受けられます。
　「8020（ハチマルニイマル）」80歳になっても20本以上
自分の歯を保つことを目指し、この機会に歯と口の健康に
ついて見直しましょう。

6月4日～10日は歯と口の健康週間です

乳児健診

日時●6月25日(金)
場所●けんこう交流館（旧児童館）
該当児●平成29年10月～平成30年1月生まれ
※検尿・視聴覚のアンケートを行います。用紙は事前に配
付しますので健診時にお持ちください。

3歳児健診

　自分の健康管理と大切な家族のため、一年に1回健
診を受けるようにしましょう。
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
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●電話で受け付けます。（必ず予約が必要です。）
保健課☎75-0135
受診方法●申込後、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。

健康診査を受けましょう

族で話し合う機会をつくっ
てみましょう。また、保健課には管理栄養士がいます
ので、病気の予防や治療に関わる食事相談など、お気
軽にお声かけください。

予防接種の予約はこちら

■電話の場合
　050-2018-2795

■LINEの場合

町の集団接種会場
接種日 時間 場所 定員 注意

6/5(土)

6/12(土）･19(土)･26(土)
7/3(土)･10(土)･17(土)･24(土)
・31(土)

13:30～15:30

13:30～16:00

小鹿野
文化
センター

90人（1回目）

180人
（1回目90人
  2回目90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。

■新型コロナワクチンに関する副反応等について、下記で相談に応じます。
　埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
　0570-033-226（24時間対応）

Hm4

　がんは早期発見・早期治療により、生存率が高まりま
す。新型コロナウイルス感染予防対策のため、参加人数を
制限して実施します。
胃がん検診
日時●6月30日(水)7：00～9：00
場所●けんこう交流館（旧児童館）
対象●35歳以上の町民
定員●35人
費用●900円　※70歳以上は無料
申込●保健課に電話でお申し込みください。

乳がん･子宮頸がん検診
日時●6月30日(水)12:30～13:30
場所●小鹿野文化センター
対象●20歳以上の町民　
定員●各検診35人
費用●乳がん検診1,200円、子宮頸がん検診800円
※70歳以上は無料
申込●保健課に電話でお申し込みください。
※７月にも計画しています。詳しくは、4月に毎戸配布しま
したがん検診のご案内をご覧ください。
※加入医療保険は関係ありませんが、年度に1度限りとな
ります。（がん検診とセットでできる人間ドックの補助申請
や、個別がん検診の申し込みは常時受け付けています。）

小鹿野町の食育推進計画３つの柱
⑴健全なからだを育む～食育が健康作りの第一歩～
⑵豊かな心を培う～食育で心豊かな人づくり～
⑶正しい知識を養う～家族で意識「食の安全」～

はぐく

やしな

つちか

Hm4

期日 実施場所 申込締め切り(保健課)
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)

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31日(月)

6月7日(月)

6月14日(月)

しょねつじゅんか

町民の

声
バランスボール教室

　バランスボールを使うことで、普段あまり意識すること
のない体幹を刺激して、姿勢を保つ筋肉を無理なく鍛え
ることができます。姿勢が良くなり、バランス感覚が身に
つきます。
【使い方】ボールの真ん中に背すじを伸ばして座り、腰を
ゆっくり前後左右に動かしたり、回したりします。
【ポイント】頭はあまり動かさずに、腰の部分
だけ動かすようにします。
　腹筋、背筋、脇腹を意識して行いましょう。

6月のミニ運動講座～バランスボール～

　バランスボール教室にお世話になり、
足腰が強くなってきているのが実感でき
ます。バランス感覚も鍛えられ、ふらつく
こともなくなりました。私に合っている運
動なので、これからもバランスボール教
室に参加していきたいと思います。
（60代　女性）

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
染予防対策のため、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。

　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。参加を希望する人は、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

①6/2(水)・16(水)
②6/9(水)・23(水)
③6/3(木)・17(木)
④6/10(木)・24(木)

6/21(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

6/4(金)
6/11(金)
6/18（金）
6/25（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

6/16(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）

6/17(木)・18(金)
（どちらか1日の参加）

※疾患のある人は事前に主治医に相談後、お申し込みくだ
さい。
■いきいき館開放日
　初回講習会に参加した人は、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。

6月の予約が必要な教室
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●6月21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●①6月8日(火)、22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●7月21日(水)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●6月21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●6月3日(木)、15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。

　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
の会と保健課が協働で実施いたします。
日時●6月11日(金）10：00～11：00
場所●けんこう交流館（旧児童館）
内容●お話し会・軽い運動など
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　
※6月9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？

　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●6月15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」

　音楽や運動で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●6月3日(木)、17日(木)13:30～14:30　
場所●小鹿野文化センター・大会議室　
対象●65歳以上の人

バンビちゃんの会

結婚相談
問合せ／中央公民館☎75-0063

日時●6月9日(水)18:00～20:00
相談員●髙岸友行さん
　　　　北　ヱイ子さん
　　　　守屋よね子さん
場所●小鹿野文化センター
※電話相談もご利用ください。

性犯罪・性暴力被害 相談窓口
性犯罪・性暴力被害者のためのワン
ストップ支援センター(内閣府)
　性犯罪・性暴力に関する相談につ
いて、関係機関と連携し、産婦人科医
療、相談・カウンセリング等の心理的
支援、捜査関係の支援、法的支援等を
行う公的な支援窓口です。
全国共通番号●＃8891（最寄りのワ
ンストップ支援センターにつながりま
す）※受付時間など、詳細はホーム
ページでご確認ください。
性犯罪被害相談電話(警察)
　性犯罪・性暴力被害等
の相談に応じる警察の窓
口です。
全国共通番号●＃8103（発信場所を
管轄する都道府県警察の性犯罪被害
相談電話につながります）
【土日・祝日及び執務時間外】当直で
対応します。

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

おやこ郷土料理教室
　新緑の栃の葉を使って、つとっこを作ります。
日時●6月20日（日）10:00～12:30
場所●両神ふるさと総合会館3階・調理実習室　
対象●親子（お子さんは5歳以上）
定員●10人（申込順）　　内容●つとっこ作り
費用●1人200円（材料代）（例：親1人と子1人の場合は
400円）
持ち物●エプロン、三角巾、タオル、マスク、飲み物、袋（持
ち帰り用）
申込●6月3日（木）から6月1７日(木)までに両神公民館
(☎79-1311)又は保健課へお申し込みください。

豊かな
心を培う

無料相談　広報 おがの広報 おがの　保健・福祉
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①志ファイル－キャリアパスポート－
　小学校入学から中学校卒業時まで、1/2成人式や立志
式等の節目で目標を明らかにしたり、日々の活動を振り
返った記録を蓄積していきます。右図は、そのような記録
をまとめた中学校卒業生が手にする、成長の記録を綴じ

　本町では、教育の重点として「学力向上」と「心の教育」
を2本の柱として位置付けています。「心の教育」は、本町
独自の捉え方であり、「一人ひとりが夢や志を持ち、
その実現に向けた活力と社会に貢献しようとする態
度」を身に付けるという観点も含みます。

　上記重点施策の〈身に付けさせたい資質能力〉から見る
と次のようになります。

令和2年度  小学校1/2成人式の様子 令和2年度  中学校立志式の様子

夢育成プロジェクト夢育成プロジェクト

小鹿野町学校教育の重点（令和３年度） ～ 小鹿野町教育行政重点施策より～

令和３年度の目玉的な取組の紹介

　本年度も学校教育にかかわる内容を年3回（6月、10月、2月）お知らせします。学校では、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、学校行事等の規模を縮小しながらも通常の教育活動がで
きるよう努めています。教育委員会でも、安全に配慮し事業の延期や中止も踏まえた見直しを図っ
て取り組みます。ここでは、本年度の重点施策と方向性をお知らせします。

育てたい
子供像

郷土小鹿野に誇りを抱き  確かな｢人間力｣を身に付けた子供
〈総合的な力として身に付けさせたい資質能力〉
①確かな学力  ②社会性  ③夢に向かう活力  ④心身の健康

確かな学力の育成
（１）小鹿野ベースによる授業改善
（２）おがの自学ノートによる主体的な学びの育成
（３）学校組織体制の工夫・改善
豊かな心の育成
（１）新たな伝統の創造
（２）ほっとハートキャンペーンの推進
（３）健康の保持・増進
夢に向かう活力の育成
（１）夢育成プロジェクトの推進
（２）ハートコンタクトプログラムの推進
（３）海外交流事業の推進

1

2

3

小鹿野ならではの教育の推進
（１）ファミリー５ヶ条（おがの家庭教育宣言）の
　　充実・発展
（２）小鹿野未来塾の充実
（３）小鹿野ふるさと学習の充実
次世代へつなぐ教育環境の整備
（１）望ましい教育環境の整備に向けた地域との
　　合意形成
（２）小鹿野高校との連携による地域教育の発展
（３）ＩＣＴ機器の活用による教育環境整備

4

5

※詳細につきましては小鹿
野町教育委員会のホーム
ページ もご利用ください。➡

①確かな学力   ②社会性  ③夢に向かう活力  ④心身の健康
学力　    ＋ 　　　　　　  心の教育 　　　　   　　  ➡  ２本柱

②立志式・１/２成人式
　子どもたちが志を立てる実践として、小学校4年生で「1/2成
人式」、6年生で「卒業に思う」、中学校2年生で「立志式」を行
い、「夢に向かう活力」の育成に取り組んでいます。小学校入学
時から中学校卒業までの、節目、節目における自己の成長を確
認し、将来に向けた決意や目標を明らかにします。

③おがのことだま百選
　取り組み始めて3年目。内容の見直し・改定を行い児童
一人ひとりに配付しました。小学校の段階でよりよい言
葉、文章にふれるために名文・名言・詩・小鹿野の民話な

ど百編を選び、作成しています。表紙絵は小鹿野町在住の
芸術家の皆さんに描いていただきました。図書館や文化
センターで閲覧できますので、町民の皆さんもぜひご覧く
ださい。

　平成28年度に取組を開始した小鹿野未来塾は、6年目
を迎えました。
　今年度も、行政と学校、家庭、地域が協働し教育力を結
集した教育スクラムを組み、子どもたちの学習機会を設け
て主体的な学びを支援してまいります。
各講座内容の紹介
①漢検・英検チャレンジスクール
　漢字検定や英語検定へのチャレンジを目標にした全5
回の講座で、自分の力に応じた講座が選択できます。各講
座では、講師の先生方の専門的な楽しい指導が受けられ
ます。保護者や教職員も参加し、子どもたちとの「親子共
学」を推進していきます。
②中学生未来塾講座
　各学年を2クラスに分けて少人数で国語・数学・英語の
3教科を学びます。自主的な学習習慣の確立と学力の向上
を図っていきます。小鹿野高校の先生や地域の皆さん、塾
の先生など、多くの講師の丁寧な講義や心のふれあいも
魅力的な講座です。

「小鹿野未来塾」の充実「小鹿野未来塾」の充実
③小学生科学不思議講座
　小学生の4年生から6年生を対象にした、身近で不思議
な科学の実験や観察を体験できる全6回の講座です。小
鹿野高校理科部の先生方に、子どもたちの興味・関心を
喚起し探究心を引き出す講座を行っていただきます。
④小学生英語体験講座
　小学生の3年生から6年生が英語劇にチャレンジしま
す。8月22日の英語劇発表会を含めた全6回の講座です。
劇を演じながら楽しく英語を学べる体験講座です。

　現時点での申込者数は、漢検チャレンジ101人、英検
チャレンジ47人、中学生未来塾講座97人、小学生科学不
思議講座24人、小学生英語体験講座27人と延べ人数
296人で、昨年度の延べ人数250人を上回っています。今
年度もどのような成果が出るか楽しみです。なお、開設す
る講座は、十分な感染症対策を講じたうえで実施いたし
ます。

込んだ「志ファイル」です。子どもたちが生
きる未来社会は、グローバル化・ＩＣＴ化が
一層進展します。そのような時代こそ人の
つながり・豊かな心が大切と考えています。

　GIGAスクール構想により、全児童・生徒1人1台のタブ
レット端末が導入され、授業や学校行事、教職員の研修等
の有効活用を進めています。今年度、新型コロナウイルス

小鹿野町ＩＣＴ教育小鹿野町ＩＣＴ教育
感染症拡大防止対策によるオンライン授業でも役立ちそ
うです。小学校の英語授業でも、国際交流でタブレットを
活用して海外と英会話を実践しています。

　小鹿野町の学校給食センターでは、衛生的な調理を心掛け、安心・安全でおい
しい給食作りに取り組んでいます。学校給食は、ただの昼ごはんではなく、食べ
物や栄養、食事のマナーなどを学ぶ食育の場でもあります。給食の約束を守っ
て、友達や先生と楽しい給食時間をすごしていただけるよう心がけています。

「給食センターだより」を活用し、食育情報を提供していきます！「給食センターだより」を活用し、食育情報を提供していきます！

タブレットによるプログラミング教育 中学校入学式、オンラインによる保護者視聴 入学式で教室から拍手を送る上級生

ALTの家族たちとのオンラインイングリッシュ
　令和2年度は町内4小学校にてオンラインイングリッシュを実施。オーストラリアとカナダに
住むALTの家族やその友達の家族との会話にチャレンジしました。ジェスチャーを交えなが
ら、学んできた英語の力を活用し、積極的に発表したり質問したりする姿が見られました。
　またテーマを決めて、日本の文化や小鹿野町の特産物などを紹介する姿も見られました。
実際に英語で話すのはとてもドキドキしたようですが、堂 と々自分の伝えたいことを伝えよう
とする姿は立派でした。「緊張したけど、上手に英語が話せてよかった。」と、子どもたちにとっ
てかけがえのない貴重な体験となったようです。
　中学校では2年生がオーストラリアの学校の生徒に向け、英語で手紙を書き、交流をスター
トさせました。今回の手紙は自己紹介や自分の好きなものを絵や写真を交えて書きました。令
和3年度もコロナ禍において、他国の文化を知ったり、人々と触れあう機会をつくっていきた
いと思います。

国際交流  今年度もオンラインイングリッシュに挑戦します！国際交流  今年度もオンラインイングリッシュに挑戦します！

オンラインでの海外との交流の様子

給食センターブログ開設中。
ぜひ、アクセスしてみて下さい。➡
http://oganokyushoku-center.blogspot.jp/

教育　広報 おがの
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倉尾地区に集落支援員を配置します倉尾地区に集落支援員を配置します

　小鹿野町の65歳以上の人口は4,323人高齢化率39％
となり、高齢化率が最も高い倉尾地区は63.7％となって
います。町では今後も続く少子高齢化の対策として、健康
長寿の地域づくりを進めているところです。令和3年度は
地域と町が連携して、地域の魅力を活かした地域づくりを
行うモデル事業として倉尾地区に「集落支援員」を配置し
ます。
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天使天使
両神薄
宮澤尚也さん・樹里さん
歩希華(ほのか）ちゃん
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2月
26日 般若

ご出産おめでとうございます。
《4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。
《4月中の同意書届出・敬称略》

小出 壽一（97)

3月
16日
18日
22日
24日
31日

三山
小鹿野
小鹿野
小鹿野
小鹿野

黒沢 　久三（84)
磯田 泉二（91）
八宮 喜久子（87）
強矢 知一（90）
福島 智惠（83）

4月
5日
10日
14日
16日
20日
20日
26日
27日

藤倉
下小鹿野
小鹿野
日尾
小鹿野
小鹿野
両神薄
両神薄

小鹿野
3月
22日

じゅんかん

王　俊涵（志强）

酒井 泰男（72)
島﨑 昌夫（81)
田隝 政子（74)
黒澤 ヨシエ（94）
内藤 マサエ（82）
原田　博（81）
原　莊之輔（89）
黒沢 ヨシヱ（96）

祝悼

ニコニコ笑顔いっ
ぱい。

たくさん遊んで大
きくなってね!!

ニコニコ笑顔ではい！チーズ☆これからもすくすく元気に育ってね。

上に向けて開きながら
前へ出します。

のどに向けた右手2指
の指先を

きらい

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/kri.php

前斜め下へ引きながら
閉じます。

のどに向けた右手2指を

好き

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/sk.php

簡単な手話を覚えましょう【第33回】簡単な手話を覚えましょう【第33回】

　倉尾7・8区では、住民の皆さん一人ひとりが健康意識
を持ちながら、地域の交流を深め楽しく助け合い支えあ
える地域づくりを目指して、平成28年7月から「上郷健交
クラブ」を立ち上げ、継続しています。令和3年度はこの活
動を立ち上げから関わり、積極的に進めている浅香繁さ
んに集落支援員を委託し、地域の皆さんの協力を得て、倉
尾地区全域に広げたいと考えております。住み慣れた故
郷を、元気に生きがいをもって支えあう地域にするため
に、皆さんのご協力をお願いします。空気と水は

倉尾地区の宝物です。

地域の人達が

皆んな良くしてくれて

楽しくペタンクを

しています。

皆さんが

みんな良い人なので

生活に充実感を

持っています。
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●ウマとのふれあいコーナー
日時　6月13日(日)10：00～15：00
場所　みどりの村　子供の広場
費用　無料
●ジャガイモ掘り体験
日時　6月27日(日)10：00～12：00
場所　みどりの村　収穫体験広場
費用　1人1,000円　
定員　20人(抽選)
締切　6月11日(金)必着
●布ぞうり作り体験
日時　7月4日(日)10：00～15：00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1人1,000円　
定員　10人(抽選)
締切　6月18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

●秩父鉱山探訪
日時　7月10日(土)10:00～16:00
内容　露天掘り跡の見学、川原で鉱
物を採集し標本を作るなどして、鉱山
と人との関わりを学びます。
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
費用　2,000円/人（小学生1,500円/人）
定員　10人（申込順）
締切　7月3日(土)
●間伐体験と木製風鈴作り
日時　7月18日(日)10:00～15:00
内容　間伐(伐採)を体験し、間伐し
た桧の枝を使い木製風鈴を製作しま
す。
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）

彩の国ふれあいの森のイベント

イベント

募 集

案 内

費用　1,000円／人　
定員　10人(申込順)
締切　7月11日(日)
●ふれあいの森「夏まつり」
日時　7月25日(日)10:00～15:00
内容　木工工作(貯金箱等)、電動糸
ノコによる型抜き体験のほか、かき氷、
焼きおむすび、中津川味噌ころがしな
どの販売。
費用　無料（一部体験は有料、受付は
当日会場にて）
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

試験日　第1次試験日　9月5日（日）
受付期間　6月21日（月）～30日（水）
受験資格　令和3年4月1日において
高等学校又は中等教育学校を卒業し
た日から3年を経過していない人及び
令和4年3月までに高等学校又は中等
教育学校卒業見込みの人
申込＆問合　次のアドレスへアクセス
し、説明に従い入力してください。
http://www.jinji-shiken.go.jp/juk
en.html
■インターネット申し込みに関する問合せ
人事院人材局試験課　9:00～17:00
（土・日及び祝日等の休日は除く）
☎03-3581-5311　内線2333
■上記以外の問合せ
関東信越国税局人事第二課試験係　
9:00～17:00（土・日及び祝日等の休
日は除く）
☎048-600-3111　内線2097

税務署や国税局で勤務する
税務職員（国家公務員）を募集します

日時・会場　6月15日(火)13:30～
16:30　寄居町中央公民館・集会室
6月16日(水)13:30～16:30　

県北総合相談センター
出張法律相談会

　総務省では、6月1日から10日まで
を「電波利用環境保護周知啓発強化
期間」として、電波を正しく利用してい
ただくための周知・啓発活動及び不
法無線局の取締りを強化します。
　電波は暮らしの中で欠かせない大
切なものです。電波のルールはみんな
で守りましょう。
問合　関東総合通信局
■不法無線局による混信・妨害
☎03-6238-1939
■テレビ・ラジオの受信障害
☎03-6238-1945

ストップ　不法電波

　6月20日から7月19日までは「ダメ。
ゼッタイ。」普及運動実施期間です。
　大麻・覚醒剤・麻薬・危険ドラッグな
どの薬物乱用は、個人の問題にとどま
らず、社会全体に計り知れない危害を
もたらします。

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

　彩の国さいたま人づくり広域連合
では、「埼玉県内市町村職員採用合同
説明会」を開催します。市町村ごとに
設置するブースで、市町村の特色や仕
事の内容、職員の募集内容など、気に
なる市町村の人事担当者等から直接
聞くことができます。
　新型コロナウイルス感染症予防の
ため、参加には事前予約が必要です。
予約方法や予約開始日時については、
広域連合ホームページの「SAITAMA
市町村職員採用NAVI（採用ナビ）」に
掲載予定です。
※小鹿野町もブースを設置する予定

埼玉県内市町村職員採用合同説明会

　秩父青年会議所では、子どもたちを
対象に「北アルプスサマー合宿～この
夏、新しい自分を見つけに行こう～」
として、親元を離れて大自然の中で過
ごし、夏の星座の天体観測や百名山
登山の登頂など様々なミッションの
達成を目指す1泊2日の合宿を企画し
ました。この夏、小さな冒険に繰り出し
てみませんか。
日時　8月5日(木)～6日（金）
行先　北アルプス（岐阜県高山市）
宿泊地　平湯キャンプ場（岐阜県高
山市奥飛騨温泉郷平湯768）
対象　小学1年生～6年生まで
費用　25,000円　
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22日(火)13:00～16:00
(受付12:00～15:30）
場所　大宮ソニックシティビル・市民
ホール(予約不要、入退場自由)
対象　令和4年3月大学・短大・専門
学校卒業予定の人、既卒3年以内の人
その他　求人企業情報を来場者全員
に配布。履歴書を複数枚お持ちくださ
い。（当日会場でコピー可）参加企業
は6月上旬に雇用対策協議会ホーム
ページに掲載予定。
問合　埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185

求人企業合同面接会
～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～

　奥秩父山地の広大な森林、東京大
学秩父演習林で各種イベントなどを
サポートするボランティア組織「しお
じの会」では、新しい仲間を募集しま
す。
講義　7月15日（木）9:00～14:00

東京大学秩父演習林で
ボランティア活動しませんか？

対象　18歳以上の健康な人で、講義
（必須）を受講し、2022年3月までの
ボランティア活動（主に平日に実施）
に1回以上、勉強会（土曜日）に1回以
上参加できる人
受講料　3,000円程度（保険代、資料
代ほか）
定員　5人（抽選）
申込＆問合　「しおじの会ボランティ
ア希望」と明記し、住所・氏名・生年月
日・性別・電話番号・メールアドレス・
FAX番号を記入のうえ、6月30日（水）
までにメールかFAXでお申し込みく
ださい。
秩父演習林しおじの会窓口
☎22-0272
メールsupporter-chichibu@uf.a.u-
tokyo.ac.jp　FAX23-9620

●Auto CAD(機械系)発展
日時　8月7日(土）、14日(土)9:00～
16:00
費用　受講料2,000円、
　　　テキスト代3,168円(税込)
●一から学ぶWordビジネス活用
日時　8月21日(土）、28日(土)9:00
～16:00
費用　受講料2,000円、
　　　テキスト代2,200円(税込)
●介護支援専門員試験準備講習（保
健医療・福祉サービス分野）
日時　8月21日(土）、28日(土)、9月4
日（土）9:00～16:00
費用　受講料3,000円、
　　　テキスト代3,080円(税込)
申込＆問合　7月1日(木)から10日
(土)までに往復はがき又はホーム
ページでお申し込みください。熊谷高
等技術専門校秩父分校☎22-1948

熊谷高等技術専門校秩父分校
技能講習受講生募集

深谷市男女共同参画推進センター
（L・フォルテ）ハナミズキ
※7月以降も開催予定ですが、詳細等
は予約時にご確認ください。
相談方法　面談相談(1組1時間)
※要予約
予約方法　総合相談センターで電話
予約（☎048-838-7472）を受け付け
ます。
相談内容　相続、遺言、登記、債務整
理、成年後見、不動産の名義変更など
費用　無料
問合　埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

　国民宿舎両神荘は下記の期間、館
内整備及び点検のため、臨時休館とさ
せていただきます。ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。なお、休館期間中も、電話予約
(8:00～17:00)とレンタサイクル貸出
(9:00～17:00)は受け付けています。
休館期間　6月2日(水)10:00～4日
(金)11:30
問合　国民宿舎両神荘☎79-1221

国民宿舎両神荘
臨時休館のお知らせ

　薬物乱用は自分の人生だけでなく、
家族や友人の人生までも狂わせてし
まいます。「ちょっとなら…。」といった
甘い考えは命取りです。薬物乱用は１
回でも「ダメ。ゼッタイ。」
　薬物乱用のない社会を実現するた
めには、県民の皆さんの薬物乱用防
止に対する正しい理解が必要です。
　県では、「彩の国さいたま『ダメ。
ゼッタイ。』普及運動」として薬物乱用
防止を呼び掛ける街頭キャンペーン
及び薬物乱用防止を目的とする国連
支援募金活動を実施します。
　正しい知識を身につけ、薬物乱用を
根絶しましょう。薬物でお困りの人は、
ご相談ください。
問合　埼玉県秩父保健所☎22-3824

日時　7月13日(火)※原則予約制
午前の部10:00～12:00
午後の部14:00～16:00
（午前、午後で参加企業が異なります）
場所　秩父地場産センター4階・大
ホール
対象　秩父郡市内での就職を希望す
る一般求職者、令和4年3月大学・短
大・専門学校等卒業予定者（既卒3年
以内含む）
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
6月16日（水）から予約を受け付けま
す。

秩父で働きたいあなたを
応援します!合同就職面接会

です。
日時　7月8日(木)10:00～17:00
場所　大宮ソニックシティビル（さい
たま市大宮区）
問合　彩の国さいたま人づくり広域
連合☎048-664-6681
メールjinzai02@hitozukuri.or.jp
http://www.hitozukuri.or.jp/navi
/event/
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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。
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