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今月の納税

固定資産税
第2期
国民健康保険税
第1期
介護保険料
第1期
納期は8月2日(月)です。

月

［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

人権標語 ●
﹃うれしいな
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MON

THU

やさしくするのも
されるのも﹄小鹿野小学校

6/27

28

29

30

4

5

6

7

13

14

▲開放
■日中開放

★図書館休館日

12

11

▲開放
◎こころの悩み
何でも相談
■日中開放
★図書館休館日

19

18

▲開放
★郷土料理伝承
ボランティア
■日中開放

鷹啄 啓太︵令和２年度優秀作品︶

★図書館休館日

25

8/1

土用

水の日

20

▲夏まつり
●認知症家族会
◎ひきこもり相談

2

3

▲開放
●1•6、2歳児健診
◎認知症相談日

▲開放

2

3

半夏生

▲発育測定・栄養相談 ▲開放
◆新型コロナ
■長寿筋トレ教室
ワクチン予防接種
▲すくすく
■日中開放
（計測・発育相談）
◆バンビちゃんの会 ■ステップ体操

小暑•七夕

▲年齢別講座よちよち ▲年齢別講座
◆オレンジカフェ
てくてくじゃんぷ
「笑顔」
▲ほっとハグくむ
◎認知症相談日
ママサロン
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

27

▲開放
■日中開放

国民安全の日•
更生保護の日

8

▲開放
▲たなばた飾り作り ▲親子ふれあい遊び
■長寿筋トレ教室
▲お庭で遊ぼう
●長寿筋トレ教室
■日中開放
（じゃがいも掘り） ■夜間開放
◎こころの悩み
何でも相談

26

▲開放
■日中開放
■骨密度•高精度
体組成計測定日
◎こころの悩み
何でも相談
★図書館休館日

1

SAT

FRI

THU

WED

15

▲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

21

22

28

29

4

5

▲開放
●長寿筋トレ教室
★胃がん検診
★乳がん・
子宮頸がん検診
■夜間開放
■体組成計測定日

▲手作り講座
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲開放
▲お庭で遊ぼう
(水遊び)
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

盆

9

10

16

17

▲開放
■長寿筋トレ教室
■日中開放
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▲開放
◆新型コロナ
▲すくすく
ワクチン予防接種
（離乳食試食・相談）
●交流会
■ステップ体操

▲開放
◆新型コロナ
▲すくすく(手形アート)
ワクチン予防接種
●バランスボール教室
■ステップ体操
★図書館休館日

大暑
海の日

環境保護のため︑
合併処理浄化槽設置にご協力ください！

生 活 カレンダー ７
小鹿野町

広報おがの

23

24

スポーツの日

◆新型コロナ
ワクチン予防接種

30

31

◆新型コロナ
▲開放
ワクチン予防接種
▲すくすく
（ふれあい遊び） ☆おはなしひろば
●はぐくみ相談(運動)
■ステップ体操

6

広島平和記念日

7

立秋

▲発育測定•栄養相談 ▲開放
◆新型コロナ
■長寿筋トレ教室
ワクチン予防接種
▲すくすく
■日中開放
（計測•発育相談）
■ステップ体操

★図書館休館日
※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。

【世帯数】4,622世帯
【総人口】11,040人【男性】5,477人【女性】5,563人
戸籍の窓
５月中の異動 出生4人/死亡19人/転入14人/転出12人
６月1日現在

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）
各種証明書の発行及び収納のみ

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。

2021（令和3年）NO.190 広報おがの／令和3年7月1日発行
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合角ダム貯水量状況
（令和3年6月15日現在）

貯水位
貯水量
貯水率

319.91ｍ
6,296,600㎥
61.4％

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

あじさい公園の環境整備が進んでいます

地元のボランティアの皆さんにより、
あじさい公園（下小鹿野）
の整備が進んでいます。
7月4日(日)には、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
規模を縮小した
『あじさい
祭り』
の開催が予定されています。

インフォメーション

町政 Pick Up!

町が発令する避難情報が変わります
警戒レベル

皆さんがとるべき行動

避難情報
防災気象情報

警戒レベル相当の
防災気象情報※4

警戒レベル5
すでに災害が発生している状況です。
命を守るための最善 緊急安全確保※1 大雨特別警報
（市町村が発令） の行動をとりましょう。
（市町村が発令） （土砂災害）
〜警戒レベル4までに必ず避難〜
速やかに避難先へ避難しましょう。避難場所までの移動
※2
警戒レベル4
が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、
自宅内の 避難指示
（市町村が発令）
（市町村が発令）
より安全な場所に避難しましょう。

土砂災害
警戒情報

警戒レベル3
高齢者等の避難に時間を要する人とその支援者は避難し 高齢者等避難※3
（市町村が発令） ましょう。
その他の人は避難の準備を整えましょう。
（市町村が発令）

大雨警報
（土砂災害）

警戒レベル2
避難に備え、
ハザードマップ等により、
自らの避難行動を 大雨注意報等
（気象庁が発表）
（気象庁が発表） 確認しましょう。
警戒レベル1
災害への心構えを高めましょう。
（気象庁が発表）

町職員を募集します
募集職種

改正災害対策基本法が施行されたことに伴い、
今後町で発令する避難情報も変わります。

早期注意情報
（気象庁が発表）

※1 町が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、
警戒レベル5は必ず発令する情報ではありません。
※2 避難指示は、
これまでの避難勧告のタイミングで発令します。
これまでの避難勧告は廃止されました。
※3 警戒レベル3は、
高齢者や障がいのある人などへ避難を促しますが、
それ以外の人も必要に応じて普段の行動を見合わせ始めたり、
避難の準備をしたり、
危険を感
じたら自主的に避難してください。
※4 町は様々な情報をもとに、
避難情報を発令する判断を行うので、
必ずしも防災気象情報と同じ警戒レベルの避難情報を発令するわけではありません。
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・平成4年4月2日以降に生まれた人
・学校教育法による大学、短期大学(専門学校等で就学2年以上を含む）、高等学
校を卒業した人、
又は令和4年3月までに卒業する見込みの人

一般事務

一般事務
（障がい者）

受験資格

採用予定人員

3人程度 ・昭和61年4月2日以降に生まれた人

・障害者手帳をお持ちの人
・学校教育法による大学、短期大学(専門学校等で就学2年以上を含む）、高等学
校を卒業した人、
又は令和4年3月までに卒業する見込みの人

保育士・
保育教諭

1人程度

・昭和61年4月2日以降に生まれた人
・保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を有する人、又は令和4年3月までに同
資格・免許を取得する見込みの人

保健師

1人程度

・昭和61年4月2日以降に生まれた人
・保健師の免許を有する人、
又は令和4年3月までに同免許を取得する見込みの人

試験日及び内容
【第1次試験】
9月19日(日)／教養試験及び適性検査
【第2次試験】10月中旬〜11月上旬(予定)／作文試験及
び面接試験
試験場所●小鹿野文化センター
応募書類配布●７月１日(木)から両神庁舎・総務課で配
布を開始します。
※郵便請求の場合は、
返信用切手120円
を同封して請求してください。

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

受付期間●7月9日(金)〜30日(金)8:30〜17:15(土・日・
祝日は除く)
※郵送の場合は、
7月30日(金)の消印まで有効
申込＆問合せ●〒368-0201秩父郡小鹿野町両神薄2906
番地 小鹿野町役場両神庁舎・総務課☎75-1221

秩父広域市町村圏組合職員募集(令和4年度採用)
職種
①消防職 3人程度 ②一般事務職及び技術職(土木、
電気) 4人程度
※一般事務職には障がいのある人の受験区分を、技術職
には民間等職務経験者の受験区分を設けます。
※受験資格などは、
実施要項でご確認ください。
■第１次試験
期日●9月19日(日)
場所●秩父消防本部
※第1次試験合格者に第2次試験を行います。
実施要項・申込書の配布場所
①秩父消防本部総務課、
各消防分署
②秩父広域市町村圏組合管理課(秩父クリーンセンター内)
出典 新たな避難情報に関するチラシ
︵内閣府︶

2
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7月号

秩父広域市町村圏組合水道局経営企画課(別所浄水場
内)、
各水道事務所
※どちらも、
郵送による請求及びホームページからのダウ
ンロードも可能です。
受付期間●7月20日(火)〜8月16日(月)
提出先
①秩父消防本部総務課
②秩父広域市町村圏組合管理課
※①は本人持参に限ります。
②は郵送可(期間内必着)。
持
参の場合は土・日・祝日は除く。
問合せ●①秩父消防本部総務課☎21-0120
②秩父広域市町村圏組合管理課☎23-2242
https://www.c-kouiki.jp/

遊休農地解消総合対策事業

遊休農地解消に向けた取り組み
（新規作物導入等）
の提案募集
町では、
遊休農地の有効活用を図るため、
町民の皆さん
から遊休農地を活用した取り組み
（新規作物導入等）
の提
案を募集します。
皆さんからいただいたご提案を、遊休農地解消の施策
に反映しますので、
多数の応募をお待ちしています。
募集期間●7月5日
（月）
〜21日
（水）
提案方法●住所、氏名、電話番号、提案内容をご記入のう

え、
メール・郵送・ＦＡＸ又は産業振興課へご持参ください。
※提案用紙は任意ですが、産業振興課にて参考に提案用
紙を配付しています。
申込＆問合せ●〒368-0201秩父郡小鹿野町両神薄2906
番地 小鹿野町役場両神庁舎・産業振興課☎79-1101
FAX 79-1200
e-mail sangyo＠town.ogano.lg.jp

広報 おがの

7月号

3

広報 おがの

インフォメーション

インフォメーション

令和4年小鹿野町成人式実行委員を募集します
町では、
令和4年成人式典のお手伝いをしていただける

活動期間●令和3年8月から令和

人を募集します。一生に一度の記念日を、
自分たちの手で

4年2月までの間

思い出に残るものにしてみませんか。

オンライン等による打合せ会議を月1回程度開催予定

お誘い合わせのうえ、
ぜひご応募ください。

応募●電話又はメールにて下記事項をお伝えください。

実行委員募集

①氏名、
②生年月日、
③住所、
④連絡先

募集人数●6人程度

※メールの場合は、件名を
「成人式実行委員希望」
として

募集期間●7月1日
（木）
〜31日
（土）
まで

ください。

対象●平成13年4月2日から平成14年4月1日までに生ま

問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

れた町民及び小鹿野中学校卒業者

メール syakyo@town.ogano.lg.jp

式典日程●令和4年1月9日
（日）

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、
式典

活動内容●成人式当日の企画運営、
司会、催し物の企画

に変更がある場合もあります。
その際はホームページ等で

準備、
記念品の選定等

改めてお知らせします。

「防災に関するアンケート調査」
を実施しています
町では災害に強く、安心して暮らすことのできるまちづ

方法●調査票に直接記入し、返信用封筒に入れて返送し

くりを目指した小鹿野町国土強靭化地域計画を策定する

てください。

にあたり、町民の皆さんの防災に関する意識や考え方を

期間●令和3年6月7日
（月）
〜7月15日
（木）

伺うため、防災に関するアンケート調査を実施していま

・調査票は無記名で行いますので、個人の回答内容や個

す。

人情報が特定されることはありません。

対象●18歳以上の町民800人
（令和3年5月31日現在）

・調査の趣旨をご理解いただき、
ご協力をお願いします。

無作為抽出にて実施

問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1221

マイナンバーカードを作ってみませんか？
マイナンバーカードでご利用できるサービス

・2点以上必要なもの

■役場の閉庁日でも住民票の写し、印鑑証明書がコンビ

健康保険証、
介護保険証、
国民年金手帳、
学生証など住所

ニエンスストアで取得できます。

が記載されているもの

6:30〜23:00の時間で土・日・祝日も対応

②QRコード付き申請書（ない場合は、窓口にて発行します）

※年末年始等休止する場合があります。

上記書類の確認後、
顔写真を撮影し、
オンラインで申請

■健康保険証として利用登録ができます。

します。
申請後、
約1カ月半で交付できます。

■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
（申請・交付・更新等）

マイナンバーカードの交付申請を支援します

受付時間●平日8：30〜17：15

町では、
マイナンバーカードの交付申請の支援を行って

4

場所●両神庁舎・住民生活課窓口

います。
申請の仕方がわからない人は、両神庁舎・住民生

問合せ●両神庁舎・住民生活課☎75-1418

活課までお気軽にお越しください。
なお、申請にあたって

※7月7日
（水）
は、機器メンテナンスのため、終日取扱いを

は下記の書類をお持ちください。

休止します。
ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いしま

申請に必要なもの

す。

①本人確認ができる書類

※カードの申請・交付・更新等の臨時窓口を7月17日
（土）

・1点で確認できるもの

9：00〜17：00に開設します。
平日来庁が難しい人などは、

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（写真入

ぜひご利用ください。

り）
、
在留カードなど顔写真があるもの
広報 おがの

7月号

広報 おがの

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の
国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入や給
与収入等の減少により、国民健康保険税の納付が困難に
なった世帯に対し、
申請により、
国民健康保険税の減免を
実施します。
対象●①又は②のどちらかに該当する世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計
維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯の主たる
生計維持者の事業収入や給与収入等の減少が見込まれ
るほか、
一定の要件に該当する世帯
※原則として、収入の減少は、令和2年中の収入と令和3
年中の収入を比較します。
減免額●①の該当世帯 全額免除

②の該当世帯 減免の対象となる保険税額に、前年の合
計所得金額に応じた減免割合
（2割〜10割）
をかけた額
減免の対象となる保険税の範囲●原則として、
令和3年度
分の国民健康保険税で、令和3年4月1日から令和4年3月
31日までの間に納期限が設定されているもの。
※令和元年度分及び令和2年度分の保険税で、
やむを得
ない事情により令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
の間に納期限が設定されているものも減免の対象となる
場合があります。
※詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、町ホーム
ページをご確認ください。
問合せ●両神庁舎・税務課☎75-4125

介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
等、一定の要件に該当する介護保険の第1号被保険者
（65歳以上）
を対象に、申請により、介護保険料の減免を
実施します。
対象●①又は②のどちらかに該当する人
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計
維持者が死亡又は重篤な傷病を負った第１号被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯の主たる
生計維持者の事業収入や給与収入等の減少が見込まれ
るほか、
一定の要件に該当する第1号被保険者
※原則として、収入の減少は、令和2年中の収入と令和3
年中の収入を比較します。
減免額●①に該当する人 全額免除

②に該当する人 減免の対象となる保険料額に、前年の
合計所得金額に応じた減免割合
（8割〜10割）
をかけた額
減免の対象となる保険料の範囲●原則として、
令和3年度
分の介護保険料で、
令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの間に納期限が設定されているもの。
※令和2年度分の介護保険料で、
やむを得ない事情により
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限
が設定されているものも減免の対象となる場合がありま
す。
※詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、町ホーム
ページをご確認ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103

後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入や給
与収入等が減少した被保険者を対象に、
申請により、
後期
高齢者医療保険料の減免を実施します。
対象●①又は②のどちらかに該当する人
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計
維持者が死亡又は重篤な傷病を負った被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯の主たる
生計維持者の事業収入や給与収入等の減少が見込まれ
るほか、
一定の要件に該当する被保険者
※原則として、収入の減少は、令和2年中の収入と令和3
年中の収入を比較します。
減免額●①に該当する人 全額免除

②に該当する人 減免の対象となる保険料額に、前年の
合計所得金額に応じた減免割合
（2割〜10割）
をかけた額
減免の対象となる保険料の範囲●原則として、
令和3年度
分の保険料で、令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
の間に納期限が設定されているのもの。
※令和2年度分の保険料で、
やむを得ない事情により令和
3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設
定されているのものも減免の対象となる場合があります。
※詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、町ホーム
ページをご確認ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103
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小鹿野ロードレース大会の
延期について
10月17日
（日）
に開催を予定していた
「第50回記念小鹿

インフォメーション

今年度の秩父ミューズパーク
スポーツの森プール営業休止
のお知らせ

野ロードレース大会」
は、参加者及びご協力いただく役員

秩父ミューズパークスポーツの森プールは、
新型コロナ

等の新型コロナウイルス感染症に対する安全確保が困難

ウイルス感染症拡大防止対策のため今年度の夏季営業は

であることなどから、
大変残念ではありますが、
1年先へ延

休止となります。

期することになりました。
昨年に続く延期となりますが、
現状をご推察のうえご理
解のほどお願いします。
なお、
延期後は第50回の記念大会として、
令和4年10月
16日
（日）
に実施する予定です。

それに伴い今年度の秩父ミューズパークスポーツの森
「プール利用カード」
は、
発行休止となりますのでご了承く
ださい。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1122

問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

固定資産税に関するお知らせ
固定資産税は、毎年1月1日（基準日）の所有者に対し
て、
その年の4月1日から始まる年度分として課税されま

なお、住宅用敷地として利用されている土地は、住宅用

す。
（1月2日以降に所有権を移転したり、家屋を取り壊し

地の特例により税負担が軽減されているため、住宅を取

ても、1月1日現在の所有者に1年度分（全額）課税されま

り壊した場合、
特例対象外となり、
税額が上昇する場合が

す。
）

あります。

固定資産税に関する次のことについて、
ご理解とご協
力をお願いします。
家屋調査
町では、家屋（住宅・店舗・工場・倉庫・車庫・物置など）
の適正な固定資産税の課税を行うため、算出基礎となる

土地の固定資産税は、
毎年1月1日現在の土地の利用状

絡をお願いします。

家屋を取り壊したとき

しくは、農業委員会(両神庁舎・産業振興課☎79-1101)
までご連絡ください。
問合せ●両神庁舎・税務課(固定資産税担当)☎75-4124

〜クライミングによるまちおこし〜 VOL.23

■クライミングパーク神怡舘利用人数制限実施中のお知らせ
小鹿野町クライミングパーク神怡舘では感染症対策として、一度に
入館できる利用者数を概ね40人に限定しています。
利用人数制限実施中は、
右記の看板が点灯し新規の入場をお断りさ
せていただく場合があります。安心してご利用いただくために、
ご理解

広報 おがの
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町）
の3箇所の処理施設を運営してきました。
この3処理施

関する事業（事務）
については、小鹿野町を除き1市3町は

設は、供用開始から約30年以上経過し、老朽化が進んで

秩父広域市町村圏組合へ事務移管すること。

います。
また、経年劣化による不具合が生じ始め、年間の

なお、小鹿野町が生し尿の収集、浄化槽の清掃及び収

修繕費用が高額にのぼり、各処理施設とも課題となって

集運搬の許可等に関する事業（事務）を事務移管しない

います。
このような状況であるため、広域的な施設更新や

理由として、他の市町とやり方の差異があり、小鹿野町に

運営管理など秩父地域のし尿処理事業の合理的で持続

引き続き権限が残ることにより、
住民サービスの継続維持

可能な体制を築くことが計画の目的です。

並びに小鹿野町の意思決定による住民目線に立った事業

計画の内容●今回の秩父地域し尿処理事業広域化基本

運営ができることにより事務移管しないことが最良であ

計画（案）
に基づき、各市町において住民説明会及びパブ

ると判断しました。

リックコメントを実施し、案の段階から下記の点を変更

計画の公表

し、5月24日
（月）
ちちぶ定住自立圏推進委員会において、

・町のホームページへ掲載

した。
変更点
①秩父圏域の3箇所の処理施設を1箇所に統合し、令和

トップ画面／町政情報／町の業務計画等
・閲覧場所
小鹿野町役場両神庁舎1階・閲覧コーナー
問合せ●秩父地域し尿処理事業広域化準備室

12年度までに処理施設を建設し供用開始をすることと、

☎26-1135

本年度から建設候補地の検証を開始すること。

小鹿野町衛生センター☎75-0352

刈り草や木の枝が用水路に詰まり、隣接する土地に水

Let s Try ボルダリング

6

③生し尿の収集、
浄化槽の清掃及び収集運搬の許可等に

る利用状況に変更した場合は、速やかに税務課までご連

業委員会へ農地転用許可を申請する必要があります。詳

問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805

センター、
清流園
（秩父市・横瀬町）
、
渓流園
（皆野町・長瀞

用水路に刈り草を流さないで

を所有している人は、
税務課までご連絡をお願いします。

とご協力をお願いします。

②事業統合の予定時期は令和5年4月1日とする。

況（課税地目）により課税します。現在の課税地目と異な

なお、農地を農地以外の地目に変更する場合には、農

ら課税されなくなります。
取り壊しを行った場合は、
速や

計画の目的●秩父圏域のし尿処理事業は、
小鹿野町衛生

土地の地目変更

家屋調査を行っています。家屋調査が済んでいない家屋

家屋を取り壊したときは、
取り壊した日の翌年の年度か

秩父地域し尿処理事業広域化基本計画の決定について

秩父地域し尿処理事業広域化基本計画として承認されま
かに税務課までご連絡をお願いします。

広報 おがの

があふれ出す等のトラブルが発生しています。
水路からの引き上げにも大変な労力を要しますので、

5年以上、無事故・無違反の
皆さんを表彰します

刈り払いの際は水路に流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

令和3年度七夕フェスティバル
の開催中止について

受賞資格●西秩父交通安全協会の会員で、10年以上の

毎年8月の第1土曜日に小鹿野町市街地にて、
市街地活

運転免許経験を有し、過去5年以上継続して無事故・無違

性化の一環として実施している
「おがの七夕フェスティバ

反の模範運転者

ル」
について、新型コロナウイルス感染症の収束状況が今

受付期間●7月1日(木)〜9月17日(金)

後も不明であることから、令和3年度の開催は中止としま

表彰式●10月31日(日)14:00〜 小鹿野文化センター
（た

す。
ご理解とご協力をお願いします。

だし、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等で中止

問合せ●七夕フェスティバル実行委員会事務局(西秩父

する場合があります。
）

商工会)☎75-1381

必要書類●優良運転者表彰申請書、無事故・無違反証明
書、
交通安全協会会員証
問合せ●西秩父交通安全協会(小鹿野警察署内)
☎72-7033
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小鹿野町長選挙

6月1日に開催された小鹿野町選挙管理委員会において、
任期満了に伴う小鹿野町長
選挙と小鹿野町議会議員一般選挙の日程が決定され、
告示日が令和3年10月5日(火)、
投票日が令和3年10月10日
（日）
となりました。

区分

公費負担の対象

①自動車の借入れ契約（レ
ンタル、個人、会社等か
らの借上げ）

選挙運動用自動車として使
1日15,800円（法定単価） 5日
用された各日の料金の合計
（選挙期間）
＝79,000円
額
（１日について1台に限る）

②燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給し 1日7,560円（法定単価） 5日
た燃料の代金
（選挙期間）
＝37,800円

③運転手の雇用契約

選挙運動用自動車の運転に
1日12,500円（法定単価） 5日
従事した各日の報酬の合計
（選挙期間）
＝ 62,500円
額
（1日について1人に限る）

※投票所や投票時間などの詳しい情報は、
今後お知らせします。

※候補者は、
「1一般乗用旅客自動車運送事業者との契約」
と
「2その他の契約」
のどちらかを選択することにな
ります。
※一般乗用旅客自動車運送事業者との契約
（ハイヤー、
タクシーの借上げ）
とは、
一般乗用旅客自動車運送事
業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公
費負担制度を併用することはできません。
※表の法定単価、
選挙期間日数は上限のため、
それに満たない契約の場合はその契約額が公費負担額になり
ます。

公職選挙法の一部改正により選挙運動費用の公費負担制度が拡大されました

めることにより、町村議会議員選挙及び町村長選挙にお
ける候補者の選挙運動用自動車の使用、
ビラとポスター
の作成費用について公費負担ができることとされました。

選挙運動用ビラの作成

■立候補時の供託金額
選挙の種類

供託金の額

供託物没収点

町議会議員

なし⇒15万円
（供託金導入）

有効投票の総数 議員の定数
（12人） 1/10

町長

50万円

有効投票の総数 1/10

※候補者の得票数が一定数
（供託物没収点という）
に達しない場合、
供託金は没収となり公費負担の
対象外となります。
（例）
町議会議員選挙で議員の定数12人で、
有効投票の総数が7,200票の場合
有効投票総数
（7,200票） 議員定数
（12人） 1/10＝60票
供託物没収点は60になるため獲得票数が60票を下回る場合は、供託金は没収となり、公費負担
の対象外となります。

■選挙運動で頒布可能なビラの枚数
（法定枚数）
選挙の種類

備考

選挙運動用自動車として使
1日64,500円（法定単価） 5日
用された各日の料金の合計
（選挙期間）
＝322,500円
額
（1日について1台に限る）

また、
それに伴う立候補予定者説明会が令和3年8月31日
（火）
となりました。

町村議会議員や町村長の選挙における立候補に係る
環境の改善のため公職選挙法が改正されました。町村議
会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が解禁される
とともに供託金制度が導入され、併せて町村の条例を定

公費負担の限度額

１一般乗用旅客自動車運送事業
者との契約
(ハイヤー、
タクシーの借上げ)
２その他の契約

立候補予定者説明会
日時●令和3年8月31日
（火）
場所●両神庁舎3階 大会議室

選挙運動用自動車の使用

１の契約と２の契約は選択

10月10日（日）

令和3年

■公費負担の限度額

選挙運動用自動車の使用

投票日

小鹿野町議会議員一般選挙

広報 おがの

不可⇒1,600枚
（頒布解禁）

町長

5,000枚

公費負担の限度額

町議会議員

１枚7.51円
（法定単価） 1,600枚
（法定枚数）
＝12,016円

町長

１枚7.51円
（法定単価） 5,000枚
（法定枚数）
＝37,550円

10

10

※表の法定単価、法定枚数は上限の
ため、それに満たない契約の場合
は、その契約額が公費負担額にな
ります。

選挙運動用ポスターの作成
選挙の種類

公費負担の限度額

町議会議員

１枚2,896円
（法定単価による作成単価）
131枚
（ポスター掲示場数）
＝379,376円

町長

※表の法定単価、
法定枚数は上限のため、
それに満たない契約の場合は、その契
約額が公費負担額になります。

入札結果のお知らせ
事業名

頒布可能なビラの枚数

町議会議員

選挙の種類

みどりの村農業資料館改修工事
町道57号線法面改修工事
小鹿野町学校給食センター
給食用食器購入事業
小鹿野町学校給食センター
食缶購入事業
町道117号線詳細設計用地
調査業務委託

※金額は消費税込み

事業場所等

飯田地内
下小鹿野地内
小鹿野地内
（小鹿野町学校給食センター）
小鹿野地内
（小鹿野町学校給食センター）
小鹿野地内

契約額

落札者

履行期間

7,040,000円
5,468,100円

須田建設株式会社
有限会社佐藤建設

〜令和3年8月20日
〜令和3年9月30日

3,827,450円

株式会社矢尾百貨店

〜令和3年8月25日

2,079,000円
9,262,000円

株式会社アイホー
埼玉営業所
株式会社ヤマホン
小鹿野営業所

〜令和3年8月25日
〜令和3年10月29日
▲令和3年5月28日開札分

小鹿野町役場庁舎解体工事

8

小鹿野地内

45,100,000円

守屋八潮建設株式会社

〜令和3年9月30日
▲令和3年4月27日開札分
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こんにちは。
スマート自治体への転換〜行政のデジタル化に向けて〜
町長です。

小鹿野高校×地域の

コラボ通信

13

VOL.

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)☎75-1238

魅力を知っていただくためのお願い

デジタル庁設置や個人情報保護法

能）
やＲＰＡ
（ロボテック・プロセス・オートメーション）
を活

改正などを盛り込んだデジタル改革関

用し、
そこでできた時間を人的・個別的対応サービス業

連6法が、本年5月12日に国会で可決

務をはじめ、政策立案などの事務に振り向けることや、

成立しました。
これを受けて国ではデジ

住民の情報がきちんと把握できれば、一元的画一的で

さて、
高校魅力化プロジェクトは、
少子高齢化を背景に、
地域ごとの特色化を図るため

タル庁が本年9月1日に発足し、デジタ

はないきめ細やかな住民ニーズに対応したサービス業

に、近年、全国的に広まっている取組ですが、皆さんの目には、小鹿野高校のどのような

ル化が一層促進されることになり、
まさに本年はデジタ
ル化元年とも言われています。

務の展開を図ることも可能となります。

広報 おがの

小鹿野高校と小鹿野町による協働を推進する
「小鹿野高校魅力化プロジェクト」
では、
今年度も、
地域との繋がりを通して高校生が更に生き生きと学ぶことを進めていきます。

所が魅力的に映りますか？

政府の考えたとおりデジタル化が進めば、押印や書

小鹿野高校の魅力

市町村の行う公共サービスも時代の変化や生活ス

面による手続きが不要となったり、電子決済の拡大、
マ

小鹿野高校は小鹿野町にある唯一の高校です。県立高

全県から生徒を受け入れる山村留学制度を実施していた

タイルの多様化などにより、大変多くのサービスが求め

イナンバーを介した給付金支給が迅速に実現できるこ

校でありながら、
これまでも小鹿野町と連携した取組を数

りと、
多様な特色ある高校です。
メディア等で取り上げられ

られ法令などに定められた行政事務が年々増加傾向

となども期待されます。

多く行っており、
それらは地域に大きな活力を与えてくれ

ることも多く、昨年度と一昨年度の2年連続で竹あかりプ

ています。加えて、総合学科高校として生徒の夢や個性に

ロジェクトや総合的な学習の時間の取組において埼玉県

合わせて時間割を編成することができたり、
学力向上を支

教育委員会・埼玉県経営者協会から表彰されました。

にあります。
これらの行政事務を執行するには、多くの職員を確

市町村では、今回の法律成立により、
まず、情報シス
テムの標準化、共通化が求められてくるものと存じます。

保しなければなりませんが、昨今の社会経済情勢から

具体的には、住民基本台帳などの基幹系17業務シス

町の財政運営も年々厳しさを増しており、行政事務を

テムについて国が策定する標準仕様に準拠したシステ

執行するうえで最大のコストを占めるのは人件費であ

ムへの移行です。
しかし、
この既存システムからの移行

ることから、職員数を簡単に増加させる訳にはまいりま

作業には莫大な時間とコストがかかるなどの課題が山

せん。

積しています。

えるための少人数クラス編制によるきめ細やかな指導や、

魅力を伝えたい
上記のような特色ある取組を町民の人にお話しすると、
「初めて聞いた」
と言われることも少なくありません。小鹿
野高校の魅力をぜひ知っていただきたいと願います。本プ

ロジェクトは、地域の子どもたちに選ばれる高校のあり方
や地域のあり方を模索すると同時に、小鹿野高校の魅力
も積極的に発信していきたいと考えています。

そのような中で、今、行政の効率化が強く求められて

また、
マイナンバーカードはデジタル化社会の基盤と

おり、
「最少の経費で最大の効果」をあげることが喫緊

なるもので、国・地方自治体を通じた行政のデジタル化

の課題であります。

が重要な課題となる中、マイナンバーカードの普及拡

は小鹿野高校までお越しいただくか、
ご連絡をいただければ担当者がお届けします。

大の必要性はさらに高まることから、町民の皆様のご

より多くの町民の皆さんの目に触れることを期待しています。

行政の効率化を図るために、国、地方自治体あげて
推進が求められているのは、
デジタル・イノベーションで

ご案内

今年度の小鹿野高校のポスターを勤務先や地域の掲示板などに貼っていただける

人を募集しています。
ご協力いただける人は、
お手数ですが、
両神庁舎・総合政策課、
又

理解ご協力をお願いいたします。

あると思います。
市町村は住民に最も身近な行政機関であり、
どうし
ても人的サービスをなくす訳にはまいりません。そこで、
行政手続きや事務作業には、できる限りAI（ 人工知

小鹿野町長

森 真太郎

海の日は7月22日(木)、
スポーツの日は23日(金)です
今年に限り
「海の日」は7月22日(木)、
「スポーツの日」

※住民票や戸籍、
印鑑証明書及び税務関係証明書の発行

は7月23日(金)となります。
そのため、役場業務について

等業務は行いません。

は
「日曜日」
や他の
「国民の祝日」
と同様に閉庁となります。

※死亡届や出生届等の届出は、
お預かりします。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1221
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地 域 おこし協 力 隊 通 信 VOL.49

活動の軌跡 〜地域おこし協力隊〜
教（共）育による地域おこしって？―おがの発「大人の学校」の活動―

地域おこし協力隊

私は、
「教
（共）
育に
よる町おこし」を目指
して、
「おがの発

大

人の学校」づくりと、
小鹿野高校魅力化プ
ロジェクトの２つの活動をさせていただいております。
ところで、
「教（共）育」による地域おこしと聞くと、皆さんは、

パラメトリックデザインとい

宇佐川拓郎

う3次元の設計手法を用いた
作品製作をしていくために、
ま

「お互いが、
お互いにとっての先生」であり、皆が共に支え合い

ずは4mmのMDF板を使った
模型づくりから始めました。設

ながら、
良い影響を及ぼしあっていたのです。

計 者 の 意 図 する条 件＝パラ

日本に戻った私は、
これからこの国で生きる一人ひとりが一

メーター（数値変数）を設定し

段と輝き、生き生きと個性を発揮して人生を全うしていくには、

て数値を変えていくことで、膨

「年齢を超えて、みなが楽しく、好きや得意を生かし合いなが

大なデザインのバリエーション

ら、学び合える環境」が、
ごく自然にあると良いのではないか、
と

を生み出すことができるコン
ピューテショナルデザイン手法

望んだのです。そして、地域やコミュニティの中にこそ、顔の見

どんなことを想像されますでしょうか。今回は、活動に至った

えるお付き合いの中にこそ、
そんな場所が開かれていて欲しい

きっかけの一端をご共有させていただければと思います。

と願ったのでした。

春蒔きのブロッコリーはすくすくと育っています。
トマト

の１つです。
（御田）

やナスなどの夏野菜も植えました。無事に収穫できるか、
今からドキドキしています。
(掛川）

私の前職は、小学校の教員でした。
「世界の教育を見てみた

まだまだ活動は始まったばかりですが、道半ばにある「大人

飯田地区での

い！」という一心から、北欧はデンマークに留学をしました。
「世

の学校」を、一緒につくってゆくことができたら、
と心から願って

耕作放棄地を利

小鹿野町の完熟かぼ

界一幸せな国」と言うことを耳にして、
きっと教育に秘訣がある

います。

用した山椒畑に

す・完熟柚子を使った、

のでは、
と感じたのです。そこで、私が持っていた「教育」のイ
メージが揺さぶられるような体験をしました。
私が通ったのは、
150年間
（日本で言うと江戸時代末期）
の歴
史をもつ「大人のための学び舎」でした。
「Folk Highschool」、
日本語に直すと、
「民のための学び舎」でしょうか。そこでは、

広報 おがの

て実山椒の採取

柑橘香る爽やかなトムジ

です。
実は青くて

ンができました。

も時 期 が 過ぎ、
▲「おがの発 大人
の学校」
プロモーショ
ン映像をご覧いただ
ければ幸いです。

発売まであともう少し

割ってみると種

です。引き続き精進して

の部分が固くな

まいります。
(髙山)

り始めてしまっているので５月末あたり
が最終収穫時期となります。
今後、町内での山椒を使ったワーク

地域材を使ったデジタルとアナログものづくり
森林サービス産業事業化担当の御田
（オンダ）
です。森
林資源活用に関連する様々な活動の中でIT業界経験も

地域おこし協力隊

御田正弘

◀V R（仮想現実）モデリングツール
「Gravity Sketch」
を使って空中に
3Dオブジェクトを描いているところ

生かしながら町民の皆様にも喜んでもらえる森林サービス

ショップなどで使いたいと思っていま
す。取りきれない残った実については実
生用の種として夏過ぎに採取します。
(佐々木)

3DCAD図面を作成するRhinocerosという
ツール、
パラメトリックベンチの模型を生成
したところ▼

産業を作れないか試行錯誤をしてきました。途中経過では
ありますが皆様に共有させていただきます。
デジタルという言葉からは、
「難しい/わからない」、
「自
動化とか冷たい感じがする」という印象を持たれがちです
が、
デジタルものづくりの良いところは「便利なツールを使
えば、専門知識や技能がなくても欲しいものを自分でデザ
インして作ることを楽しめること」とまずはご理解いただければ
と思います。
具体的な例として、
引っ越しやリフォームの際に、空きスペー

はの5感を刺激する木育ワークショップを手掛けていきたいと
思います。詳細は次回に寄稿させていただきます。

スにテーブルとか棚をおきたいのだけどちょうど良い大きさで

写真右はRhinocerosによる図面作成を支援するGrassho

部屋の雰囲気にあうデザインのものがないんだよね？というと

pperというツール、Rhinocerosと連携して視覚的に機能を繋

きに、
デジタル加工サービスを利用できれば、高額な加工機材

ぎ合わせてプログラムを組みます。Rhinocerosで生成した模

を持っていなくても
『自分でデザインして加工』が実現できま

型を見ながらGrasshopper上で設定した値を変化させること

す。できるだけ簡単に自分の頭の中のアイデアを表現する仕

によって、
リアルタイムに模型の変化を見ることができます。

組みづくりをしていきたいと考えていまして町民の方にも参加

例えば、
パーツの長さや厚さや数の設定を変化できるように

いただけるような体験ワークショップを計画しています。参考ま

設計しておけば設定値を変更するだけで図面全体を簡単に再

でに、VR（仮想空間）上で3Dのスケッチをする仕組みも実験

作成することができます。

中です。
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アナログものづくりについては、森林が近くにある地域ならで
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藤倉の醸造所での作業中、カモシカが現れまし

３月から、
全３回にわたって開かれました、
おがの発・大人の

た。大自然の中で造る蜂蜜酒、
とっても楽しみです！

学校『夢の描き方』
（授業の時間）
が無事に閉幕いたしました。

8月頃の稼働開始を予定しています。
(工藤)

一人ひとりが、
ここ小鹿野町で叶えたい夢を最後に表現をし
て、
一区切りとなりました。
『夢の描き方』
は、
お一人おひとりの
夢を後押しできるように、今後も、皆さんと一緒に発展をさせ
ていただきたい所存です。
(宇佐川)

地域おこし協力隊
もと

なよこ

くどう

みやもと

りほ

ささき

ひとし

本 奈代子 ･ 工藤 エレナ ･ 宮本 莉帆 ･ 佐々木 均

もろおか けんいち

おんだ

まさひろ

かけがわ

あずみ

うさがわ

たくろう

師岡 謙一 ･ 御田 正弘 ･ 掛川 安純 ･ 宇佐川 拓郎

たかやま

コロナ禍でも依然として、
小鹿野町に移住したい、
空き家を
探している、
といったご相談は多いです。
まずは、
地域を知って
いただくサポートをしています。
(本)

ようへい

髙山 陽平

「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●両神庁舎・総合政策課☎75-1238
産業振興課☎79-1101
クライミングパーク神怡舘☎26-7805
広報 おがの

7月号
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子育て支援

子育て支援

おがのこども園・おがの保育所 情 報

おがの保育所

おがのこども園
6月9日からプールを始めました。
ク
ラスごとに短時間ですが、昨年度の分
までプール遊びを楽しんでいます。

暑い日には戸外で裸足
になって砂・水遊びを楽し
んでいます。5月に植えた
夏野菜も大きくなり、収穫
が楽しみです。保育所には
毎日子どもたちの元気な
声が響いています。

子育て支援
センター情報

ます！
応援し
て
の子育
あなた

●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

7月の事業も状況により変更となる場合もありますので、

☎７５-０５５０

不明な点はお問い合わせください。
ご了承ください。

親子で遊びに来てね。
待っています。

開放

たなばた飾り作り ＊予約制

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

日時●７月７日（水）9:50〜11:40 制作①9:50 ②10:20 ③10:50

子育て相談(電話・面談・オンライン)

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●7月31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、
プチ人形劇
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/

ほ っ と ママ

ステーション情報

「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。

町では、
あなたの子育てを応援します。
安心して産み育てられる子育て支援として、
きめ細かく
「妊娠
期からの切れ目のない支援」
を進めています。
また、
お子さんや家
族の皆さんが健康で幸せになるように応援していきます。
このガイドは皆さんの子育ての一助となるよう作成しました。
ご活用いただければ幸いです。ホームページや母子手帳アプリ
「ほっと子育ておがニャプリ」
でもご覧いただけます。冊子をご希
望される場合は、
子育て包括支援室へご連絡ください。

はぐくみ相談（運動）(予約制)

からだの使い方や発達について理学療法士が個別相談に応
じます。
予約制となっていますので事前にお申し込みください。
日時●7月30日(金)9:40〜15:10
場所●けんこう交流館
（旧児童館）
対象●運動の発達について相談したい就学前のお子さんと保護者
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親子ふれあい遊び

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●7月28日
（水）

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・てくてくじゃんぷ ＊予約制
日時●7月13日
（火）
よちよち 1歳のお子さんと保護者
7月14日（水）
てくてくじゃんぷ
保護者

2歳〜3歳のお子さんと

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

・上履きやスリッパをお持ちください。

発育測定・栄養相談

・体調が悪い場合は参加をご遠慮ください。

日時●7月1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

日時●7月15日
（木）10:00〜11:30

・受付で検温・チェック表の記入をお願いします。

ほっとハグくむ…ママサロン

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
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。
対象●妊婦、
産婦、
子育て中の人
7月の巡回日
■7月2日
（金） 長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■7月9日
（金）
、
30日
（金）
秩父市子育て支援センター
（下郷児童館内）
■7月14日
（水） 小鹿野町子育て支援センター
■7月28日
（水） 皆野町皆野総合センター

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。

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。

申込●各開催前々日までにお申し込みください。

申込＆問合せ ※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。
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

令和３年度版おがの子育てガイドを
作成しました

全員制作後11:20〜七夕会
内容●たなばたの飾りを作ります。

日時●7月8日(木)10:00〜11:00

にこにこタイム

子育て支援事業（絵本読み聞かせ等・図書館連携）

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。

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

畑やプランターの夏野菜。水やりをしな
がら成長や発見、
収穫を楽しんでいます。

広報 おがの

すくすく
日時・内容●10:00〜11:30
①7月2日
（金）発育相談・計測(保健師)
②7月9日
（金）離乳食試食・相談(管理栄養士)＊予約制
③7月16日
（金）手形アート＊予約制
④7月30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

サーキット遊び
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

夏まつり ＊予約制
日時●7月20日
（火）10:00〜11:30
内容●出店ゲームやアンパンマン号の引き回しを楽しみましょう。
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。

手作り講座「ペットボトルのきらきらドーム」 ＊予約制

お庭で遊ぼう ＊予約制
日時・内容●7月6日
（火）10:00〜11:30 じゃがいも掘り
対象●1歳〜3歳のお子さんと保護者 6組
持ち物●着替え、
タオル、
ビニール袋、水筒、帽子、長靴
申込●定員になり次第終了します。

日時●7月28日
（水）①10：00

②10：30

③11：00

④15：00

内容●ペットボトルのおもちゃ！簡単手作りきらきらドームを作
ります。
対象●0歳〜3歳のお子さんと保護者

各回4組

申込●定員になり次第終了します。

楽しいこと
いっぱいあるよ！
お庭の芝生の上で赤ちゃんも遊び
ました。
「ちょっとチクチクするね！」

ママと一緒によーいドン！

ペットボトルで赤ちゃんの
おもちゃを作りました

さつま苗植えをしました。
おいしいさつま芋がたくさん
できますように！
天気の良い日は砂場で
広報 おがの

7月号
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図書館
だより

図書館・生涯学習
問合せ●町立図書館☎79-0150
町立図書館
7月の
町立図書館分室☎070-1303-4095
休館日 町立図書館分室
（平日13:30〜16:30）

夏休み
おたすけ講座

月曜日
（5・12・19・26日）金曜日
（16日）
土曜日
（3・10・17・24・31日）日曜日
（4・11・18・25日）
木曜日
（22日）金曜日
（23日）

図書館では両神公民館との連携事業として、
子どもたちの夏休みを応援する
「夏休み
おたすけ講座」
を開催します。
受付開始は7月7日
（水）
です。各講座とも、定員になり次第締切ります。
申し込み・問
合わせは、
図書館まで。

読書感想文に挑戦!
感想文は苦手という子どもたちへ、
感想文を書くための本
の選び方から楽しく感想文を書くまでのコツを教えます。
日時●①7月24日
（土） ②8月21日
（土）
２回講座 14:00〜16:00
場所●両神ふるさと総合会館1階・研修室Ａ
対象●小学生以上
（低学年は保護者同伴）
定員●10人
参加費●無料
講師●図書館職員
内容●①感想文を書くための本の選び方、
読み方
②感想文の下書きから清書まで
持ち物●①筆記用具、
ノート
②筆記用具、
感想文を書くために読んだ本
申込●7月20日
（火）
までにお申し込みください。

読書感想画教室
本を読んで、感動したこと、心に残ったことを絵に描いて、
感想画コンクールに応募しよう。
日時●8月5日
（木）
、
12日
（木）
、
19日
（木）
3回講座 14:00〜16:00
場所●両神ふるさと総合会館3階・研修室Ｅ
対象●小学生以上
（低学年は保護者同伴）
定員●10人
参加費●無料
講師●原島達明さん
持ち物●筆記用具、画材（絵の具・クレヨン等）、感想画を描
くために読んだ本
申込●7月31日
（土）
までにお申し込みください。

調べる学習・自由研究、
はじめてみたけど、
どうやってまと
めたらいいの？
まとめ方から作品の表紙や目次の作り方までを教えます。
日時●8月7日
（土）
14:00〜16:00
場所●両神ふるさと総合会館１階・研修室Ａ
対象●小学生及び保護者
定員●10人
参加費●無料
講師●図書館職員
持ち物●筆記用具、
ノート
申込●8月6日
（金）
までにお申し込みください。

手ぬぐいを使い、
手縫いと布用テープであずま袋を作りま
す。
日時●7月28日
（水）
1回目 13:30〜14:30 小学1〜3年生対象
2回目 15:00〜16:00 4年生以上対象
場所●両神ふるさと総合会館1階・研修室Ｂ・Ｃ
対象●小学生以上
（低学年は保護者同伴）
定員●各5人
参加費●300円
（材料代）
講師●図書館職員
持ち物●針、
糸、
ハサミ、
チャコペン、
定規、
待ち針、
筆記用具
申込●7月20日
（火）
までにお申し込みください。

火おこし体験教室
一度はやってみたい火おこし！
火のおこし方を体験し、
簡単なおやつ作りを楽しもう。
日時●8月1日
（日）
9:30集合〜12:00
場所●両神山村広場Ｂ脇
対象●小学生以上の子と保護者
定員●8人
参加費●500円
講師●地域おこし協力隊 佐々木均さん
持ち物●軍手、
水筒、
タオル、
帽子、
木綿製の羽織るもの
申込●7月20日
（火）
までにお申し込みください。

生涯学習 コーナー
町民弓道教室

子ども将棋教室

日時●7月18日
（日）〜21日
（水）、23日
（祝）〜25日
（日）、
27日
（火）
〜29日
（木）
全10日間 19:00〜21:00
場所●小鹿野町武道場
対象●町内に在住又は在勤の人で8人程度（中学生・一
般の人）
※高校生は除く
費用●800円
（保険代・下かけ代）
申込＆問合せ●7月15日
（木）
までに窓
口にて参加費を添えてお申し込みくだ
さい。
小鹿野文化センター・社会教育課
☎75-0063

野焼きに挑戦
親子で土器づくり(家庭教育推進事業)
日時＆場所●第1日(土器づくり)8月1日(日)13:30〜
15:40小鹿野文化センター
第2日(野焼き)8月21日(土)9:30〜14:30日尾第二グラ
ウンド
【旧倉尾小学校校庭】
※第2日が雨天の場合、
22日(日)に延期
対象●4歳児〜小学6年生とその保護者15組
費用●粘土代600円
（一組）
申込＆問合せ●7月9日
（金）
までに窓口又は電話でお申
し込みください。
小鹿野文化セン
ター・社 会 教 育
課☎75-0063

型染め教室
好きな柄で型紙を作り、Tシャツやハンカチなどを染めて
みよう。
日時●8月4日
（水）
、
18日
（水）
2回講座 14:00〜16:00
場所●両神ふるさと総合会館３階・研修室E
対象●小・中学生以上
（低学年は保護者同伴）
定員●8人
参加費●900円
（材料代）
講師●花輪美保さん
持ち物●型染めしたい布製品、筆記用具、使わなくなった下
敷きやカッターマット
申込●7月20日
（火）
までにお申し込み
ください。

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｡
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※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

7月号

日時●8月20日(金)9:00〜12:00
場所●小鹿野文化センター・美術工芸室
講師●小澤幸男さん
対象●小学生
（4〜6年生）
定員●10人
費用●1,000円
（材料代）
持ち物●筆記用具、
動きやすい服装、
運動靴
申込＆問合せ●7月12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

こども編み物教室〜ミサンガを作ろう！〜
日時●8月25日(水)9:00〜12:00
場所●小鹿野文化センター・美術工芸室
講師●大野しげ子さん
対象●小学生
（4〜6年生）
定員●10人
費用●400円
（材料代）
申込＆問合せ●7月12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

縄文土器からわかること
縄文土器からわかることについては、昨年底の裏に付

この時に混ぜ込まれたものが観察できると、土器が作

いた模様から敷物の上で作ったことがわかることを紹介

られた場所を知る事ができます。小鹿野町をはじめとす

しました。

る秩父地域では、粘土に砂粒や雲母(うんも)を混ぜて土

今回は、土器を作る時に使う胎土(たいど)と呼ばれる
土からわかることを紹介します。
れた焼き物です。縄文人は、
自分たちで粘土を採ってき

日時●7月27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

木工教室
DIY子ども部〜プランターを作ろう！〜

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063

縄文土器は粘土をこねて形を作り、
それを焼いて作ら

ブックスチャレンジ(2歳児)

日時●8月3日(火)、
10日(火)、
17日(火)、
24日(火)
9:00〜12:00
場所●小鹿野文化センター・和室
講師●西秩父将棋クラブの皆さん
対象●小学生
定員●15人
費用●無料
持ち物●筆記用具
申込＆問合せ●7月12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

器を作っています。

文化財ノート

やってみよう!調べる学習(まとめ編)

手縫いでちくちく｢あずま袋｣教室

広報 おがの

縄文土器には方言や流行のように形や文様に特徴が
あります。
しかし、
それだけでは、
どこで作られたものかを

No.39

決めることはできません。

て土器を作る材料にしました。粘土は場所によって性質

どんな土で作られているかを観察することによって、製

が違うので、土器を作りやすくするため、砂などの混ぜ物

作された場所を知ることができます。写真だとお伝えし

をして、縄文土器に適した胎土にします。

づらいので、
ぜひ実物をご覧ください。
広報 おがの

7月号

17

よ
町立病
り
だ
院

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)
☎75-2332 FAX75-3313 小鹿野中央病院
検索

・
・
・ドクター内田のひとりごと・
・
・

ウイルスに、テクノロジーに振り回されずに！

休日急患当番医

思 いつくまま 51
気のむくまま

休日急患対応

救急告示医療機関

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。

期日

秩父郡市医師会
休日診療所(熊木町)
診療時間／9:00〜18:00

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。

在宅当番医療機関

期日

期日

診療時間／9:00〜18:00

診療時間／8:30〜翌日の8:30

7月になりました。皆様、
いかがお過

世の中のテクノロジーの発展により、私たちの生活は

ごしでしょうか。
コロナウイルスのワクチ

とても便利で快適になりました。
インターネットが普及す

ン接種も本格化しております。
この原

ることで、多くの情報を瞬時に得ることができます。私た

稿を書いているさなかもコロナ感染の情報は相変わら

ちが1日に得る情報量は、江戸時代の1年分、平安時代

ず入ってきます。広報が皆さんの手元に届く頃に感染

の一生分という話を聞いたことがあります。今、コン

が広がっていないことを祈るばかりです。
そしてなんとし

ピューターがなくなったら生活できない、
という人も多い

てもコロナワクチンが早く皆さんに行き届けと願い、接

でしょう。
ただ、
そのテクノロジーに依存しすぎてしまって

※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。

種枠を増やしています。
まさに今はワクチンとウイルスと

いることが気になります。例えば、
テクノロジーが大いに

の競争、
といったところでしょうか。
もちろん負けられな

関係している医療の分野において、医療者の中には画

平日夜間急患対応

い競争です。

像や検査データの説明に終始してしまい、いわゆる手

ということで、今回はウイルスの話。
ウイルスはウイルス

当てのない診察が増えているともいわれます。
また、通

でも、
コンピューターウイルスについて綴ってみたいと思

信技術の飛躍的な進歩でとても便利になったけれど

います。先日あるラジオでゲストの方がサイバー攻撃の

も、機械的になりすぎて、相手の体温を感じることが少

話をしていました。サイバー攻撃とは、パソコンやスマホ

なくなっているのも事実でしょう。便利なのに、
なんだか

などのコンピューターシステムの中に入り込んで、
ネット

寂しい。
そんな世の中が今、小さなウイルスに振り回され

ワークを通してデータを盗んだり壊したりすることです。

ています。

はその怖さを実感していると思いますが、パソコンをそ

山は山を必要としない。
しかし、人は人を必要とする。
（スペインのことわざ）

れほど使っていない方はあまりピンとこないかもしれま
せん。実はこのコンピューターウイルス、企業や国家レベ

速度を上げるばかりが、人生ではない。
（ガンジー：インドの宗教家、政治指導者）

ルのパソコンが攻撃されると世の中は大混乱に陥って
しまう可能性があります。
それこそ私たちの日常生活に
直撃してしまうのです。

目に見えないウイルスから、何かを教えられている気

生物学的なコロナウイルスと機械的なコンピューター

がします。
こんなことを考えてしまう私も、
ウイルスに振り

ウイルス、全く別物ですが、いくつかの共通点がありま

回されているのかもしれませんね。今月も前向きにいき

す。
それは、
どちらも目には見えないこと、知らない間に

ましょう！

感染して周囲に伝染してしまうこと、時に社会を大きく
がわかないこと、
などなど…。

院長

内田

望

外来からのお知らせ
〈お子さんをお持ちの人へ〉

発熱や咳など呼吸器症状等のある人は、午後2時から4

小児については、小児科医による診察が望ましく、
かか

時までの間、発熱外来で対応します。必ず、事前にお電話

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

（☎75-2332）
いただき受診方法をご確認ください。

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。

広報 おがの

7月号

7月4日
11日
18日
22日
23日
25日

医師会休日診療所
(内・小)
熊木町 ☎23-8561

曜日

☎22-6122
☎75-2332
☎62-0039
☎66-1000
☎23-1300
☎75-2332

電話

☎62-6300
☎22-3022
☎23-0611
☎62-6300

※必ず電話でご確認のうえ、受診してください。

期日

7月3日･
17日

医療機関

電話

秩父市立病院 ☎23-0611

10日･24日
皆野病院
･31日

☎62-6300

※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）
☎#7119 (シャープ7119番)

●ダイヤル回線、
ＩＰ電話、
ＰＨＳの場合
☎048-824-4199

埼玉県精神科救急情報センター
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

7月4日 皆野病院
11日
18日
22日 秩父市立病院
23日
25日

皆野町 ☎62-6300

桜木町 ☎23-0611

平日夜間小児初期救急対応

土曜夜間急患対応

医療機関

皆野病院
秩父病院
秩父市立病院
7月15日(木) 皆野病院
月
水
火・木・金

石塚クリニック(内･呼) 大野原
小鹿野中央病院（内） 小鹿野町
金子医院(内)
皆野町
長瀞医新クリニック(内･外) 長瀞町
秩父生協病院(内)
阿保町
小鹿野中央病院（内） 小鹿野町

曜日

医療機関

電話

月
水
火・木・金
7月15日(木)

あらいクリニック
秩父病院
秩父市立病院
井上皮膚科医院

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611
☎22-0336

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。

休日在宅歯科当番医
期日

7月23日

診療時間／10:00〜13:00

医療機関

内田歯科医院

所在地

電話

大野原

☎24-4184

※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。

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。

☎0120-554-245
※小鹿野町民のみ利用できます。

発熱したとき、
どうしよう？

混乱させてしまうこと、身近なところで起きないと実感

発熱外来

7月4日
11日
18日
22日
23日
25日

●ＮＴＴプッシュ回線、
ひかり電話、携帯電話の場合

普段の仕事や日常生活でパソコンをよく使っている方
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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

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。

特 集

熱中症を予防しましょう！

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。

新型コロナウイルス感染症拡大防止にマスクの着用はかかせません。
しかし、
マスク
をすることで熱がこもりやすく、喉の渇きに気づきにくいこともあり、特に注意が必要
です。
「熱中症予防３つの備え」
で熱中症を防ぎましょう。
●屋内での備え
①生活リズムを整え、食事を抜かずに、睡眠をしっか
りとりましょう。
②上手にエアコンを使い、
こまめな換気を忘れずにし
ましょう。
③喉が渇く前からこまめに水分補給をしましょう。
●屋外での備え
①外出は暑い日や暑い時間は避けて
（天気予報を参
考に）
。

②早め早めの水分補給。
マスク着用時は要注意！
③帽子や日傘を使い、
涼しい服装を心がけましょう。
●体調不良時の備え
①めまい、立ちくらみ、手足のしびれは熱中症の危険
サイン！
②涼しい場所に避難して、
服を緩めて体を冷やす。
③我慢せずに周りの人に助けを求めて！

新型コロナウイルスワクチン接種
予防接種の予約はこちら
■電話の場合

050-2018-2795

予約受付日

予約可能な接種日
（予定）

7/1(木)･2(金)･5(月)･6(火)･7(水)
7/8(木)･9(金)･12(月)･13(火)･14(水)
7/15(木)･16(金)･19(月)･20(火)
7/21(水)･26(月)･27(火)･28(水)

7/26(月)〜31(土)
8/1(日)〜7(土)
8/8(日)〜13(金)
8/16(月)〜21(土)

■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）

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

開催日●７月27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
12月、令和2年1月生まれ［2歳児］
令和元年6月、
7月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票、
体調チェック問診票、
バスタオル

7月の減塩料理
材料2人分
ピーマン…中3個
オリーブ油…小さじ1
鰹だし…大さじ2
削り節…1パック(4g)
塩昆布…2g
白いりごま…小さじ1
ごま油…小さじ1

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●7月21日(水)7：00〜9：00
場所●両神ふるさと総合会館
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。
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豊かな
心を培う

郷土料理を自分たちで学び、
それを基に現代の健康問題に合わせた郷土料理
を考えます。
また、他の教室で講師として郷土料理を伝える活動もしています。
ぜ
ひご参加ください。
第1回勉強会
日時●7月19日
（月）
10:00〜11:30
場所●両神ふるさと総合会館2階・視聴覚室
内容●町の郷土料理を調べ、
新しい郷土料理を考える。
定員●10人
持ち物●筆記用具
申込●前日までにお申し込みください。

【ポイント】
削り節と鰹だしや塩昆布のうま味
で食べる、
さっとできる一品です。
加熱するこ
とでピーマンもたくさん食べられます。減塩
を目的としていますので、塩昆布の量はぜひ
計量してください。
(塩昆布の代わりにちりめ
んじゃこ5gでも良い。
)
作り方
①ピーマンは縦に半分に切って種を取り、横
に7mm幅に切る。
②フライパンにオリーブ油を入れ熱し、
ピーマ
ンを中火で炒める。
しんなりしたら鰹だし、
塩昆布を入れて炒め合わせ、最後に削り節
とごま油を加えてざっと混ぜて火を止める。
③器に盛り、
白いりごまを散らす。

バンビちゃんの会
乳がん･子宮頸がん検診
日時●7月21日(水)12:30〜13:30
場所●両神ふるさと総合会館
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。
※8月にも計画しています。詳しくは、3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。
）

期間●令和4年3月31日まで(お早めにお受けください。
)
費用●クーポン券利用で無料（1回限り）。
ただし、転出し
た場合は、
利用できません。
受け方●医療機関に予約をしてから、
クーポン券と身分証
明書（免許証や保険証等）
を持参し、抗体検査を受けてく
ださい。抗体検査の結果、十分な抗体がないと判断された
人は、再度、医療機関に予約をし、
クーポン券と抗体検査
結果を持参し、
予防接種を受けてください。
ご不明な点は、
保健課にお問い合わせください。

郷土料理伝承ボランティアのメンバーを募集します！

1歳6か月・2歳児健診

※65歳未満の人の接種券(クーポン券）
は7月中の発送予定です。

がん検診を受けましょう

広報 おがの

風しん抗体検査及び風しん5期定期予防接種を受けましょう

ピーマンのおかか炒め

■LINEの場合

※集団接種会場及び個別医療機関どちらの場合も左記により予約してください。
※65歳以上の人を年齢区分なく受け付けます。
※2回目の接種は、
ご自身で予約する必要はありません。
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。
※聴覚障害の人で電話又はLINEでの予約が難しい場合は、
FAXでご相談ください。
FAX75-4710

保健・福祉

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●7月1日(木)、
15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

認知症家族会

【一人分栄養価 エネルギー62kcal 塩分0.5g】

オレンジカフェ
「笑顔」Hm1
認知症の人や家族が気軽に出かけられ、
地域の皆さん
との交流を深める場です。
日時●7月13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。

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●7月20日(火)10:00〜11:00
場所●けんこう交流館(旧児童館)
対象●認知症の人を介護する家族
広報 おがの
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保健・福祉

無料相談

7 月の予約が必要な教室

申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

開催日
長寿筋力アップ
トレーニング
1
教室

時間

①7/7(水)・21(水)
②7/14(水)・28(水)
③7/1(木)・15(木)
④7/8(木)・29(木)

けんこう
交流館

各回15人
運動のできる服装、
飲み物、バスタオル、
いきいき館 マスク

15:00〜16:00

19:00〜20:00
Hm
7/15(木)・16(金)
バランス
Hm1 （どちらか1日の参加）
10:00〜11:00
ボール教室

骨密度・高精度
体組成計
1
測定日

定員 持ち物

場所

各回8人 運動のできる 大小のボールを使用
する運動
服装、飲み物、
マスク
8人
運動のできる服装

13:30〜15:00

いきいき館

高精度体組成計
1 7/21(水)
測定日

18:00〜20:00

いきいき館 10人

Hm

ステップ体操

Hm1

7/2(金)・9(金)・
16
（金）
・30（金）

筋力トレーニング等
（トレーニング機器
は使いません）

けんこう
交流館

7/26(月)

Hm

内容

骨 密 度 測 定と高 精
度体組成測定、個別
結果説明、指導
高精度体組成測定、
個別結果説明

各回15人(2週間に1回
のみ参加可能)新規参
①9:30〜10:30
加者は③のみ申込可能 ストレッチ体操、
②11:00〜12:00 いきいき館 体調確認シート、運動の 筋力トレーニング、
③14:30〜15:30
できる服装、飲み物、タ ステップ体操
オル、
マスク

■いきいき館(開放)利用のための初回講習会

■いきいき館開放日

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

初回講習会に参加した人は、受講証明書を持っ

ます。
予約がない人は、
初回講習会を受講できません。

てご利用ください。

対象●20歳以上の町民で初めていきいき館を利用する人

日時●①日中開放 毎週月・木曜日
（祝日は休館）

内容●いきいき館の利用方法

13:00〜17:00

・エアロバイク
（自転車こぎ）
の使用方法

②夜間開放 毎週水曜日(祝日は休館)

・筋力トレーニング機器の使用方法

17:30〜21:00(最終入館20:30まで)

その他、
運動機器をご案内します。

※1回の利用時間は90分程度でお願いします。

持ち物●運動靴、
運動のできる服装、
タオル、
飲み物、
マスク

※初回講習を受講していない人は利用できません。

※講習会は90分程度で、
申し込みにより個別に開催します。
※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。

『交流会』
に参加してみませんか？
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※7月7日
（水）
までにお申し込みください。

蚊を介する感染症の予防対策〜感染症流行地域へ渡航する場合には万全な対策を〜
これから蚊が発生する季節を迎えます。
ウイルスなど
の病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺され
ることで、
さまざまな感染症にかかる恐れがあります。
蚊が媒介する感染症にかからないためには、
住民一人
ひとりが、感染症の流行地域で蚊に刺されない、住まい
の周囲に蚊を増やさない対策をすることが重要です。
●感染症流行地域では、蚊に刺されないようにしましょう。
・海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行状況を
把握しましょう。
もし蚊を媒介とする感染症の流行地域
へ渡航される場合には、
蚊に刺されないように万全な対
策をしましょう。
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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●7月19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

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。
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）

※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。

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します。
日時●7月９日(金）
10：00〜11：00

相談員

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。

・屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、
できるだけ
肌を露出せず、
虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されな
い対策をしましょう。
●住まいの周囲に、
蚊を増やさないようにしましょう。
・蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶に溜
まった雨水など、小さな水たまりで発生するので、
日頃
から住まいの周囲の水たまりをなくすように心がけま
しょう。
※蚊の活動は概ね10月下旬頃で終息します。
これらの対
策は10月下旬頃までを目安に行いましょう。

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●8月18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。

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。
■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。

広報 おがの

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を延期・中止又は電話での相談に変更する
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

心身障害者福祉相談

問合せ／保健福祉センター・福祉課☎75-4109

障害者手帳の取得方法、障害者手
帳による手当てや補助、
車椅子などの
補装具、ホームヘルパーなどの障害
福祉サービスの申請、
お仕事に関する
困りごと等の相談に親切にお答えし
ます。
日時●7月30日(金)13:00〜15:00
相談員●心身障害者相談員
場所●小鹿野文化センター

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
日時●7月6日(火)13:30〜
ひきこもり・こころの相談
～来所や訪問での相談～
相談時間は、予約の際にご確認ください。
問合せ／保健福祉センター・保健課 ☎75-0135
ひきこもり家族ミーティング
相談員／公認心理師
ひきこもり相談
児童期から成人期の人を対象に、 日時●7月21日(水)13:30〜
ひきこもり・不登校でお悩みのご本人、 相談時間は、予約の際にご確認ください。
ご家族からの相談をお受けします。
ひ
障がい者の相談窓口
きこもりの原因や解決策はさまざま
相談時間／月〜金曜日(祝日を除く) 9:00〜17:00
です。一緒に考えていきますので、
ご
■身体障がい者について
相談ください。
フレンドリー(カナの会)
日時●7月20日(火)13:00〜16:00
☎26-7102 FAX62-5613
相談員●公認心理師
■知的障がい者・障がい児について
場所●保健福祉センター
■障がい者の就労・生活について
こころの悩み何でも相談
秩父障がい者総合支援センター
日時●7月6日(火)、12日(月)13:00〜16:00
☎21-7171 FAX24-9963
26日
（月）
13:30〜16:30
■精神障がい者について
相談員●公認心理師
生活支援センター アクセス
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。 ☎24-1025 FAX24-1026
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。

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

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)

物忘れなどの生活の不安・介護全般
日時●①7月13日(火)、
27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。
広報 おがの
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み

ん

の 広 場

新井

斉藤

井上

蔵子

ヒサ

富惠

實成

《5月中の同意書届出
（

29日
飯田
山口佳嗣さん・沙織さん

）
は保護者・敬称略》

わ か

逸見 和花（孝泰）

5月

たいせい

小鹿野

兄

10日

坂本 大惺（幸晴）

長留

弟

17日

北 なつめ
（大志）

飯田

お悔やみ申し上げます。
《5月中の同意書届出・敬称略》

4月
犬木 喜美代（98)

飯田

1日

伊藤

長留

6日

黒澤 チヅヱ
（90）

下小鹿野

7日

和田 洋平（80）

小鹿野

8日

新井 ミヅエ
（85）

伊豆沢

26日
5月

い！
日元気いっぱ

りました。毎
5月で1歳にな
！
大きくなあれ

20日

治（84)

坂本 喜位知（88） 下小鹿野

7月号

おめでとうございます

め、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な
運動です。同じ過ちを繰り返さないためには、本人はもと
より、本人を取り巻く地域の人たちの理解と温かい支援
が必要です。犯罪や非行のない明るい社会を築きましょ
う。

加藤りつ子さん（両神小森）

田村キヨさん（下小鹿野）
大正10年5月30日生

簡単な手話を覚えましょう【第34回】
分からない

分かる

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/wkrni.php

埼玉県警察からのお知らせ

胸を撫で下ろします。

右手掌で

右胸脇をはらいます。

右手の指先で

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/wkr.php#v

東京2020大会の安全・安心な開催に向けて

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会及び同聖火リレーの開催に伴い、
警察では
各会場を中心とする県内全域で警戒警備を強化します。安全・安心な大会を実現するため、次
の点についてご理解とご協力をお願いします。
交通混雑緩和にご協力ください

テロの未然防止に皆さまのご協力を！
世界的注目が集まるオリンピック等は、
テロの標的となる可能性が否定できません。
警察では日頃から民間事業者・行政機関等と連携しながら様々なテロ対策を推進
していますが、
テロを未然に防ぐためには地域住民の皆さまのご協力
（監視の目）が
欠かせません。
「見慣れない車が長時間駐車している。
「
」電車内に不審な荷
物が放置されている。」など、皆さまの身近な場所で不審な物
（者）
に気づいた時は、迷わず警察又は施設管理者等に通報を
お願いします。

東京2020大会期間中は、通常時の交通量に選手
らを輸送する大会関係車両が加わることにより、
一部
の高速道路や会場周辺を中心に激しい交通渋滞が予
想されることから、
次のとおりご協力をお願いします。
■ご協力をお願いしたいこと
・計画的な休暇の取得
・テレワーク
・時差出勤
・混雑ルートと時間の回避
休暇の取得

ドローン等の飛行が禁止されます
東京2020大会及び同聖火リレーの開催にあわせて、競技会場、聖
火リレールート等の周辺では、東京オリンピック・パラリンピック競技
大会特別措置法に基づき、
ドローン等の飛行が一時的に禁止になる
予定です。軽量モデルの「トイドローン」
であっても規制対象になりま
すので、
禁止場所で飛ばさないようにご注意ください。

問合せ●小鹿野警察署☎75-0110
広報 おがの
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行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深

※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。
4月
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小鹿野俳句会

子等去りて鐘鳴り渡る蝉の寺

坂本

稲水

岩 﨑キミ子

近藤

良子

多比良キヨ子

木村

和子

豊田まき子

長又

たい

敏雄

茂木

増島

富惠

横 田 トシヱ

斉藤

天使

なの

「社会を明るくする運動」は、
すべての国民が犯罪や非

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

祝悼

ん

祝 百歳

毎年7月は”社会を明るくする運動”の
強調月間及び再犯防止啓発月間です

大正10年5月21日生

我が家の

湊士(みなと）くん
禾倉(かぐら）くん

合歓咲くや小豆を蒔きし妣思う

朝の陽に輝く若葉風清し

風立ちて甘い香りの藤の花

薄ら日に梅雨蝶草を離れけり

両神文芸クラブ

つばめの巣俳句仲間は十人に

アマリリス蕾ほころぶ息づかい

五月晴すゞめむらがる眩しけり

花あやめ小雨の朝も凛として

コロナなど何処吹く風とこいのぼり

すっくと立ち伝い歩く子五月かな

雨上がり緑の鼓動透かし見る

もこもこと緑濃き山夏に入る

ワクチンの予約叶わぬさつき雨

※渋沢翁の生家

﹁中ん家︵なかんち︶︒﹂の土蔵の錆や若葉雨 秋 山キミ子

の

窓

文芸

な

み

テレワーク
詳細はこちら

混雑の回避

時差出勤
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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。

イ ベ ント
みどりの村イベント
●ウマとのふれあいコーナー
日時 7月11日(日)10：00〜15：00
場所 みどりの村 村の広場
費用 無料 ※申込不要
●みどりの村夏の山歩き
（昆虫を見つ
けて観察するぞツアー）
日時 8月1日(日)10：00〜12：00
場所 みどりの村 全体
費用 無料
定員 20人
（応募者多数の場合抽選）
締切 7月16日(金)必着
●ハーバリウム教室
日時 8月15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
（応募者多数の場合抽選）
締切 7月30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/
彩の国ふれあいの森のイベント
●間伐体験と木製風鈴作り
日時 8月1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）
費用 1,000円／人
定員 10人(申込順)
締切 7月25日(日)
●秩父鉱山探訪
日時 8月7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
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と人との関わりを学びます。
締切 8月4日(水)
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴） ●木工工作教室
費用 2,000円／人（小学生1,500円
日時 8月1日(日)、8日（日）、13日
／人）
（金）、15日
（日）、21日
（土）、22日
（日）
定員 10人(申込順)
10:00〜14:00
締切 7月31日(土)
内容 巣箱を作ったり、電動のこぎり
●渓流散策と魚道巡り
で動物の型抜きをします。
また、
ヒノキ
日時 8月21日(土）
9:00〜15:00
丸太をのこぎりで切り、
コースターな
内容 中津川まるごとガイドの案内
どを作ります。
により、渓流トレッキングをしながら
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
魚道を巡ります。
費用 100円〜
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴） 定員 なし
費用 1,000円／人（木製キーホル
※申込不要（材料がなくなり次第終了）
ダープレゼント）
申込＆問合 電話でお申し込みくだ
定員 10人(申込順)
さい。このほかのイベントはホーム
締切 8月14日(土)
ページをご覧ください。
●木琴を作ろう
埼玉県県民の森☎23-8340
日時 8月22日(日)10:00〜15:30
内容 県産のスギ材を使って、
手作り
募 集
の木琴を作ります。音階はチューナー
を使用し、
音板
（おんばん）
を切り詰め
「彩の国資源循環工場」
ながら調整します。
夏休み親子見学会参加者募集
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
日時 8 月3日（ 火 ）1 回目9 : 3 0 〜
費用 2,000円／人
12:00、
2回目13:30〜16:00
定員 5人(申込順)
内容 最終処分場、
彩の国資源循環工
締切 8月15日(日)
場、
メガソーラー施設
（大規模太陽光発
申込＆問合 電話でお申し込みくだ
電施設）
※雨天決行
さい。このほかのイベントはホーム
対象 小学生・中学生
（保護者同伴）
ページをご覧ください。
定員 各回約20人（応募多数の場合
彩の国ふれあいの森 埼玉県森林科
抽選）
学館☎56-0026
申込＆問合 7月13日(火)（ 消印有
効）までに、希望回、子ども及び保護
埼玉県県民の森のイベント
者の住所・氏名（ふりがな）
・年齢・学
●夏夜の野生動物観察会
年・電話番号をはがきに記入し郵送し
日時 ①7月31日(土)②8月14日
てください。
(土)両日とも17:00〜20:00
埼玉県環境整備センター 夏休み親子
内容 夜の森で活動するムササビや
見学係☎048-581-4070
ニホンジカの生態を観察します。
〒369-1223大里郡寄居町大字三ヶ
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴） 山368
費用 800円
定員 各日10人(申込順)
放送大学10月入学生募集
締切 ①7月28日(水)②8月11日(水)
放送大学は、10月入学生を募集し
●わくわく自然探検（昆虫を探そう）
ます。
10代から90代の幅広い世代、
約
日時 8月7日(土)10:00〜14:00
9万人の学生が、大学を卒業したい、
内容 県民の森管理人と遊歩道沿い
学びを楽しみたいなど、様々な目的で
を散策しながら、色々な昆虫を観察し
学んでいます。心理学・福祉・経済・歴
ます。
史・文学・情報・自然科学など、約300
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
の幅広い授業科目があり、1科目から
費用 500円
学ぶことができます。
定員 10人(申込順)

出願期間 第1回が8月31日（火)ま
で、
第2回は9月14日(火)まで
※資料を無料で差し上げています。
資料請求＆問合 放送大学埼玉学習
センター☎048-650-2611

案 内
サマージャンボ宝くじ発売
『サマージャンボ宝くじ』と『サマー
ジャンボミニ』が全国で2種類同時発売
されます。
発売期間は、
7月13日(火)から8月13
日(金)までです。

※8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
秩父青年会議所からのお知らせ

埼玉県赤十字血液センターより
（公
※この宝くじの収益金は、
市町村の明
社）
秩父青年会議所が依頼を受け献
るく住みよいまちづくりに使われます。
血会を実施します。ぜひ、
ご協力をお
願いします。
ちちぶ雇用活性化協議会
日時 7月5日(月)
からのお知らせ
午前の部 10:00〜11:45
●ビジネスITセミナー(全4回)
午後の部 13:00〜16:00
日時 8月25日（水）、9月1日(水)、8
場所 秩父神社境内
（下境内）
日(水)、
13日(月)全日9：00〜16：00
問合 （公社）
秩父青年会議所事務局
場所 熊谷高等技術専門校秩父分校
☎22-4411
講師 田島優介氏

対象 秩父地域在住の求職者
費用 無料
定員 20人
（先着順）
※筆記用具、
マスクをご持参ください。
昼食の用意はありません。
●SNS/動画/ホームページ作成セミ
ナー(全4回)
日時 8月10日
（火）、17日(火)、24日
(火)、
31日(火)全日13：30〜16：30
場所 熊谷高等技術専門校秩父分校
講師 ホームページコンサルタント永
友事務所 代表 永友一朗氏
対象 秩父地域在住の求職者
費用 無料
定員 20人
（先着順）
※筆記用具、
マスクをご持参ください。
問合 ちちぶ雇用活性化協議会
☎26-7691
県北総合相談センター
出張法律相談会
日時・会場 7月20日(火)13:30〜
16:30 寄居町中央公民館・集会室
7月21日(水)13:30〜16:30 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

Mahora稲穂山からのお知らせ
●絵本原画展「妖精の森」
「じいちゃ
んとないしょないしょのやまのぼり」
日時 7月18日
（日）
〜8月19日(木)
※火曜定休日
場所 Mahora稲穂山・森の美術館
費用 整備協力金500円（中学生以
上）
問合 Mahora稲穂山☎62-1688
●映画上映会
子育てエンターテイメント・ドキュメン
タリー「いただきます みそをつくる
こどもたち 劇場版」
日時 7月4日
（日）、5日(月)①10:00
〜、
②14:00〜
場所 Mahora稲穂山・森のホール
費用 前売券1,000円、
当日券1,200
円
（中学生以下無料）
定員 各回50人
問合＆前売券販売 NPO法人和の
里みや☎62-1688

広報 おがの

ルを守りましょう。
①遊泳禁止場所や危険な場所では遊
泳しない②増水時は入水しない③飲
酒して遊泳しない④水辺では小さい
子どもだけで遊ばせない⑤保護者は
子どもから目を離さない⑥河川に入
る場合はライフジャケットを着用する
⑦体調不良時は遊泳、
水遊びしない
問合 小鹿野警察署地域課
☎75-0110
埼玉県からのお知らせ
食品衛生法が改正され、
「営業届出
制度」が創設されました。
「営業届出」
については、野菜や果物の販売業、弁
当の販売業などが該当します。
この届
出は11月30日までに管轄の保健所に
提出する必要があります。
「営業届出」は、食品衛生申請等シ
ステムを用いて、
オンライン上で提出
することもできます。
（https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/p
age/login.jsp）詳しくは、最寄りの保
健所又は埼玉県食品安全課までお問
い合わせください。
問合 埼玉県秩父保健所☎22-3824
埼玉県食品安全課☎048-830-3608
７月は虐待ゼロ推進月間です！
虐待はいかなる理由があっても禁
止されるものです。虐待を発見した、
虐待を受けている、虐待をしてしまっ
たなどの場合は、
「埼玉県虐待通報ダ
イヤル＃7171」に電話してください。
（ I P 電 話 をご 利 用 の 人 などは ☎
048-762-7533へ電話してください。
）
※詳細は埼玉県ホームページをご覧
ください。

夏の水難防止
7、
8月は水難が多発する時期です。
水の危険性を認識し、次の基本ルー
広報 おがの

7月号

27

