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今月の納税

国民健康保険税
介護保険料

月

第3期
第3期

納期は9月30日(木)です。

［マーク別会場案内］色文字：子育て支援センター事業/▲子育て支援センター/●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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3

▲開放
■日中開放

★図書館休館日

13

▲開放
◎こころの悩み
何でも相談
■日中開放
★図書館休館日

20

敬老の日
彼岸入り

27

▲開放
◆集団健診
■日中開放
■骨密度•高精度
体組成計測定日
★図書館休館日

4

▲開放
■日中開放

9/1

▲開放
▲ベビーウェアリング
教室
■夜間開放

白露

▲開放
◎こころの悩み
何でも相談

8

▲開放
▲ほっとハグくむ
ママサロン
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
◆結婚相談日

14

▲開放
●子どもの発達相談
◆オレンジカフェ
「笑顔」
◎認知症相談日

21

防災の日

十五夜
秋の全国交通安全
運動

15

▲子育て講演会
▲個別相談
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
■体組成計測定日

28

▲年齢別講座
よちよちてくてく
●1•6、2歳児健診
◎認知症相談日

5

▲年齢別講座
よちよちてくてく
◆集団健診

3

4

◆新型コロナ
▲発育測定・栄養相談 ▲開放
ワクチン予防接種
■長寿筋トレ教室
▲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

9

重陽•救急の日

10

▲親子ふれあい遊び
◆乳がん・
子宮頸がん検診
■長寿筋トレ教室
■日中開放

◆新型コロナ
▲開放
ワクチン予防接種
▲すくすく
（離乳食試食体験）
●はぐくみ相談(運動)
◆献血
■ステップ体操

16

17

29

30

10/1

6

7

8

▲お庭で遊ぼう
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
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◆新型コロナ
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秋分の日

9
2021

18

▲敬老の日制作
▲サーキット遊び
●5歳児健診
■長寿筋トレ教室
■ステップ体操
■日中開放
◆バンビちゃんの会

23

▲お庭で遊ぼう
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

11

下水道の日

22

▲開放
▲開放
▲公園で遊ぼう
●バランスボール教室
(国民宿舎前広場)
●長寿筋トレ教室
●認知症家族会
■夜間開放
◎ひきこもり相談
★図書館休館日

2

SAT

FRI

THU

WED

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 9
小鹿野町

広報おがの

24

25

◆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） ★おやこ郷土料理
教室
■ステップ体操
●交流会

共同募金•
法の日

2

◆新型コロナ
▲誕生会•おはなし会 ▲開放
ワクチン予防接種
●バランスボール教室 ▲すくすく
■長寿筋トレ教室
（計測•発育相談）
■日中開放

9

寒露

◆新型コロナ
▲発育測定•栄養相談 ▲開放
ワクチン予防接種
◆集団健診
▲すくすく
■長寿筋トレ教室
（離乳食試食・相談）
■日中開放

★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】4,624世帯
【総人口】11,008人【男性】5,465人【女性】5,543人
戸籍の窓
7月中の異動 出生3人/死亡10人/転入7人/転出20人
8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.192 広報おがの／令和3年9月1日発行
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合角ダム貯水量状況
（令和3年8月15日現在）

貯水位
貯水量
貯水率

316.19ｍ
4,875,400㎥
104.8％

洪水期：7月〜9月
総貯水量：4,650,000㎥

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

子どもの遊び場プレーパーク事業

7/17

みどりの村にてプレーパーク事業が
開催されました。
参加した子どもたちはプレーリーダー
の助言により、
竹を使ってプールを造り、
水遊びなどをして楽しみました。

インフォメーション

の遊び
も
ど

場

子

町政 Pick Up!
7月17日(土)に梅雨明けの晴天の中、
みどりの村・村の
広場においてプレーパーク事業が開催されました。
33家族 総勢94人が参加し、
水遊び等を楽しみました。

プレーパーク事業を
「プレーパーク」
って
なあに？

開催しました

Ａ 自分たちで自由に考えて思い切り遊べるみんなの遊び場。
プレーパークは、子どもが自分の意思で自由にのびのびと

広報 おがの

運転免許証返納者に公共交通利用券を交付します
運転免許証返納者に公共交通機関の利用機会を提供

交付場所●両神庁舎・総合政策課

し、
また生活移動手段の一助とするため利用券6,000円

利用期限●交付日から令和5年3月31日まで

分を1回に限り交付します。

※令和2年度に交付した人の利用期限は令和4年3月31

対象●町内に住所を有する運転免許証を返納した人

日までですのでご注意ください。

※過去に免許証を返納した人も対象です。

利用できる公共交通機関●秩父鉄道、西武観光バス、秩

※過去に本利用券の交付を受けた人は対象になりませ

父タクシー協会所属のタクシー、
秩父市営バス、
皆野町営

ん。

バス、
小鹿野町営バス

必要書類●運転免許証返納時に警察署又は運転免許セ

※西武観光バス、皆野町営バス、小鹿野町営バスでのご

ンターから発行される
「申請による運転免許の取り消し通

利用は、
回数券に引き替える必要があります。

知」
と、
返却された
「穴の開いた運転免許証」

問合せ●両神庁舎・総合政策課☎75-1238

過ごせることを大切にしている遊び場です。子ども自身のペー

プレーパークの
いいところ

スで過ごせます。そして、その遊びを見守り、場を支える｢プ
レーリーダー｣がいる遊び場です。

■子どもにとって
「遊ぶこと」は、食べること、寝ること
と並んで重要と言われています。子ども期は、生涯に
わたる生きる力の基礎が培われる時期ですが「遊ぶ
こと」
を通して、子どもたちは楽しみながら、身体感
覚を伴う多様な経験を積み重ねたり、
周囲の子ども
や大人と関わったり、子ども自らが自発的に活動す
ることができます。
■子どもの心身の成長発達には、
五感を刺激する多様

■人のつながりが生まれ新たな
コミュニティが生まれます。
参加の際の注意事項
●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、体温が37℃
以上の人や体調が悪い人は参加をご遠慮ください。
●参加費無料で誰でも遊べます。
●タオルをもって汚れてもいい服と靴でご参加ください。着
替えもお持ちください。

な経験が必要と言われていますが、外で遊ぶと、特

●飲み物をお持ちください。

に刺激があり心と体にいいことがあります。

●昼食を食べる子は昼食をお持ちください。

■プレーパークでは、既存の遊具がなくても、
ちょっと
した素材があれば、
子どもたちの想像力で、
ダンボー
ルが家になったり、
ブルーシートが巨大なソリに変
身したり、
遊びが無限大に広がり、
公園がもっと楽し
い遊び場になります。

小鹿野町過疎地域持続的発展計画（案）
に対する
ご意見を募集します
町では、
令和3年4月1日に施行された
「過疎地域の持続

・両神庁舎町政情報コーナー、小鹿野文化センター、町立

的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域

図書館
（両神ふるさと総合会館）
での閲覧

における持続的発展可能な地域社会の形成及び地域資

その他

源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、

・ご意見は日本語に限ります。

新たに令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間

・電話でのご意見の受け付け及びご意見に対する個別の

を計画期間とする
「小鹿野町過疎地域持続的発展計画」

回答は行いません。

（案）
の策定に取り組んでいます。
この計画の策定にあたり、
意見を募集します。

・いただいたご意見等は、策定の参考とさせていただき、
ご意見の概要や町の考え方は、町ホームページ等により

意見の募集期間●9月1日
（水）
〜30日
（木）

公表します。

提出方法

・公表内容からは、
個人情報を除きます。

・意見用紙による文書の持参

・ご意見等をまとめるため、必要に応じて抜粋や要約を行

・郵送、
FAX又は電子メールによる提出

うことがあります。

ます。
ご不明な点はお問い合わせ

※意見用紙に記載の
「提出方法」
をご覧ください。

応募＆問合せ●両神庁舎・総合政策課

ください。

公表方法

〒368-0201小鹿野町両神薄2906番地

場所●みどりの村・村の広場

・町ホームページへの掲載

☎75-1238 FAX75-2819

次回開催予定
日時●9月26日
（日）10：00〜14：00
※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

問合せ●両神庁舎・住民生活課

メール machi@town.ogano.lg.jp

子育て包括支援室 ☎75-4101

事業系ごみの排出方法について
会社・商店・飲食店など事業活動に伴って発生するごみ
で、産業廃棄物以外のごみは、事業系一般廃棄物と呼ば
れ、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、
事業者自
らの責任で処理しなければならないとされています。
処分方法は次の3種類となります。
①秩父広域市町村圏組合の許可を受けている収集運搬
業者に直接依頼する。

2

広報 おがの

9月号

②秩父広域市町村圏組合に収集を申請する。
③秩父広域市町村圏組合の施設に直接持ち込む。
事業者の皆さんは、適正な排出について再度ご確認を
いただき、
円滑で安全にごみ収集が行えるようご協力をお
願いします。
問合せ●両神庁舎・住民生活課☎75-4170
秩父広域市町村圏組合☎24-8050

広報 おがの

9月号
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インフォメーション

障害者に関する
マークについて

インフォメーション
障害のある人や配慮が必要であることを周囲の人にわかりやすくするため、
色々なマークがあります。
このようなマークを見かけた際には皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

マーク

マークの概要及び所管
障害者のための国際シンボルマーク
障害者が利用できる建物、
施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。
マークの使用については国際リハビリテーション協会の
「使用指針」
により定められています。
駐車
場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、
ご理解、
ご協力をお願
いします。
※このマークは
「すべての障害者を対象」
としたものです。
特に車椅子を利用する障害者を限定し、
使用されるものではありません。
所管●公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会
☎03-5273-0601 FAX03-5273-1523
身体障害者標識
（身体障害者マーク）
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマーク
で、
マークの表示については、努力義務となっています。危険防止のため、
やむを得ない場合を除
き、
このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、
道路交通法の規定により罰せら
れます。
所管●警察庁交通局交通企画課☎03-3581-0141
（代）
聴覚障害者標識
（聴覚障害者マーク）
聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークで、
マークの表示については、義務となっています。危険防止のため、
やむを得ない場合を除き、
この
マークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、
道路交通法の規定により罰せられます。
所管●警察庁交通局交通企画課☎03-3581-0141
（代）
ハート・プラス マーク
「身体内部に障害がある人」
を表しています。
身体内部（心臓、呼吸機能、
じん臓、膀胱・直腸、小
腸、
肝臓、
免疫機能）
に障害がある人は外見からはわかりにくいため、
様々な誤解を受けることがあ
ります。
内部障害の人の中には、
電車などの優先席に座りたい、
障害者用駐車スペースに停めたい、
といったことを希望していることがあります。
このマークを着用されている人を見かけた場合には、
内部障害への配慮についてご理解、
ご協力をお願いします。
所管●特定非営利活動法人ハート・プラスの会☎080-4824-9928
ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している人、
内部障害や難病の人、
又は妊娠初期の人など、
外見からわか
らなくても援助や配慮を必要としている人が、
周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるこ
とができるマークです
（JIS規格）
。
ヘルプマークを身に着けた人を見かけた場合は、
電車・バス内で
席をゆずる、
困っているようであれば声をかける等、
思いやりのある行動をお願いします。
所管●東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参加推進担当☎03-5320-4147

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109 FAX75-4710

第69回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会の中止のお知らせ
広報おがの8月号にて開催のお知らせをした第69回秩

問合せ●秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会実行委員

父宮杯埼玉県自転車道路競走大会は、新型コロナウイル

会事務局

ス感染症拡大防止のため中止となりました。

☎048-830-6953(埼玉県スポーツ振興課)

福祉課から各種補助のお知らせ
在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用の補助

呼吸器機能障害により、在宅酸素療法による治療を受
けている人に対し、酸素濃縮装置の使用に要する電気料
の一部を補助する制度を設けています。
対象●次の3つにすべて該当する人
①小鹿野町に住所がある人
②酸素濃縮装置を使用する在宅酸素療法を受けていて、
酸素濃縮装置を常時使用している人
③施設等に入所していない人

難病患者の通院に要する交通費の補助

治療が複雑で長期に及ぶ疾病(難病法に基づく指定難
病、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病及び埼玉県特
定疾患等医療給付事業実施要綱の対象となる疾患並び
に血友病、
慢性腎不全など)の患者さんが必要とする治療
を受けやすくし、難病の早期治療を図るため、難病患者の
通院に要する交通費の補助制度を設けています。
対象経費
■難病の治療のため通院する場合の交通費

広報 おがの

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

補助額●月額1,500円 ※9月と3月の2回に分けて支給
申請方法●次の書類に必要事項を記入し押印のうえ、福
祉課に申請してください。
毎年(年1回)申請が必要です。
■補助金交付申請書
■酸素濃縮装置使用証明書(酸素濃縮装置の業者が記入
したもの)
■在宅酸素療法受診証明書(医療機関が記入したもの)

■通院の際に介護が必要な場合は介護者の交通費
対象期間●令和3年4月1日(木)〜令和3年9月30日(木)
申請方法●10月22日(金)までに、印鑑、指定難病医療等
の受給者証、
本人名義の通帳をお持ちのうえ、
福祉課に申
請してください。
※福祉タクシー利用料金助成又は心身障害者自動車燃
料費給付を受けている場合は対象となりません。

心身障害者自動車等燃料費の給付

在宅の心身障害者が移動に要する自動車等の運行に伴う
燃料費の一部を給付することにより、経済的負担の軽減と生
活の利便を図るため、
燃料費の給付制度を設けています。
対象経費●給付申請後、
給付資格認定された月以降の燃料費
給付額●１ℓ当たり50円(自動車30ℓ/月まで、
バイク5ℓ/月ま
で）
申請方法●印鑑、運転免許証、車検証、障害者手帳、本人名義
の通帳をお持ちのうえ、
福祉課に申請してください。
※これまでに申請済みの人(給付している人)は、既に送付し
ている給付請求書用紙に給油時の領収書等を貼付し、10月8
日(金)までに、
福祉課に提出してください。
※福祉タクシー利用料金助成又は難病患者通院交通費補助
を受けている場合は対象となりません。

重度心身障害者福祉タクシーの利用料金の助成

在宅の重度心身障害者の日常生活の利便を図るため、
タクシー利用料金の一部を助成する制度を設けていま
す。
対象●町内に住所のある人で、次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳1級又は2級
②療育手帳Ⓐ又はA
③精神障害者保健福祉手帳1級
助成額●初乗り料金が無料になる利用券（28枚）
を交付
します。

対象区分

身体障害者手帳
療育手帳

所有者及び運転者
等級・手帳等

本人 家族

１・２・３級

○

下肢・体幹障害

○

視覚障害

○

○

Ⓐ・Ａ・Ｂ

○

○

精神障害者保健福祉手帳 １級

○

○

障害児(18歳未満)

等級は問わない

○

○

児童発達支援

手帳・等級問わない

−

○

医療型児童発達支援

手帳・等級問わない

−

○

放課後デイサービス

手帳・等級問わない

○※

○

※

※免許がある場合

利用券による助成額は、
1枚につきタクシー初乗運賃相
当額です。
（1回の乗車につき1枚のみ使用可）
有効期限●令和4年3月31日
（木）
まで使用できます。
その他●タクシーを利用するときは、
運転者に利用券とい
ずれかの障害者手帳を提示してください。
申請方法●印鑑、
障害者手帳をお持ちのうえ、
福祉課に申
請してください。
※心身障害者自動車等燃料費給付又は難病患者通院交
通費補助を受けている場合は対象となりません。

各種補助に関する申請書は福祉課に用意してあります。
4
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地域性苗木等配付事業

イロハモミジの苗木を
無償配付します
地域性苗木等配付事業では、
森林の生物多様性と自然
環境を保持した森林保全の推進を図ることを目的に、町
内に山林を所有している個人又は法人に対して、無償で
「イロハモミジの苗木」
を配付します。
配付対象●次の項目のいずれかに該当する人です。
■森林整備のため、
間伐又は更新伐を行う人
■森林の境界木として、
植樹を行う人
■自然環境保全のため、
景観樹木として植樹を行う人
■地域資源として活用するため、
植樹を行う人

インフォメーション

両神山麓花の郷『ダリア園』
開園
地元ボランティアの皆さんが運営している、
両神山麓花
の郷ダリア園で丹精込めて育てたダリアが咲き誇ります。
皆さんのご来場をお待ちしています。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年度のダ
リアまつりは中止とします。
開園期間●9月1日(水)〜11月3日(祝)
開園時間●9:00〜16:30
環境整備協力金●500円
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

ると認められる場合には、
この限りではない。

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

配付樹木●イロハモミジ苗木(高さ50cm〜100㎝程度)

町ではマイナンバーカードの普及促進のため、
カードの

植樹場所●町内に存ずる土地で地目が山林として登記さ
れている場所
※ただし、
自然環境保全又は地域資源の活用に必要があ

※土地一筆につき10本を上限

申請・交付等の臨時窓口を9月25日
（土）
に開設します。平

その他

日来庁が難しい人など、ぜひご利用ください。なお、平日

■植え付けや水やりなどの管理は、
申請者が行ってくださ
い。

（8：30〜17：15）
も受け付けしています。
日時●9月25日
（土）
9：00〜17：00

■肥料や資材等は申請者が用意してください。

場所●両神庁舎・住民生活課窓口

■枯れ補償は行いません。

問合せ●両神庁舎・住民生活課☎75-1418

■植え付け後の位置図・写真等を提出いただきます。
申込＆問合せ●9月1日(水)から30日(木)までに申請書
類を提出してください。
なお、申請書類は両神庁舎・産業
振興課にあります。また、町ホームページからもダウン
ロードできます。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

令和３年分の年末調整説明会
中止のお知らせ
年末調整説明会については、今般の新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大等を踏まえ、
身体的距離を完全に確
保することが困難であるなど、参加される源泉徴収義務
者の皆さんの安全を完全に担保することが難しいことか

Let s Try ボルダリング
〜クライミングによるまちおこし〜 VOL.25

ら、
開催を中止とします。
お手数をおかけしますが、
ご理解
をお願いします。
問合せ●秩父税務署☎22-4433

■神怡舘営業時間･利用料金の変更について
小鹿野町クライミングパーク神怡舘は、
オープンから１年以上、
町民の人に平日の
利用料金を無料でご利用いただいてきましたが、
入館者数が10,000人を超え、
ある
程度のクライミング競技の普及が認められたため、10月1日
（金）
から町民の人の平
日の利用料金を有料とします。
（利用料金は神怡舘ホームページをご覧ください。
）
また、
営業時間を下記のとおり変更します。
営業時間●平日：15:00〜21:00
（最終入館20:00）
土･日･祝日：10:00〜18:00
（最終入館17:00）
問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805
神怡舘ホームページ
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8月12日に入館者数10,000人を
達成しました。

広報 おがの

こんにちは。 「西関東連絡道路」の延伸による長尾根トンネルの
開削促進に向けて
町長です。
秩父郡市内（１市４町１村）選出の県

の事業化は非常に厳しいものであると判断されたこと

議会議員、市町村議会議員の有志を

によるものです。

に就任している秩父地域基幹道路建

西関東連絡道路が町内を通過する当初の構想ルート

もって構成され、市町村長等が相談役

私といたしましては、今回の要望内容につきましては、

設促進議員連盟の総会において令和

とは異なるものにはなりますが、町民の悲願とも言える

して「西関東連絡道路」一般国道140

変実現性の高いものであると認識しております。

３年度活動指針の最重点要望路線と
号皆野秩父バイパスの延伸区間となる一般国道140

号（仮称）長尾根バイパスについて、早期に事業化する

長尾根トンネルの整備を考慮した構想路線であり、大

現在、西関東連絡道路の一環として整備が進めら

れている「大滝トンネル」の次に事業採択していただけ

よう国、県に要望することが承認されました。

るよう、
できる限りの協力をさせていただくとともに、町

の開通により市内蒔田地区で一般国道２９９号に接続

便性の高い道路網となるよう秩父地域基幹道路建設

ご案内のとおり、一般国道140号皆野秩父バイパス

し、関越自動車道花園ICから小鹿野町など西秩父地
域へのアクセスは飛躍的に向上しましたが、長尾根丘

陵が障害となり、秩父市街地へは直接アクセスするこ

とができず、秩父市街地から西秩父地域への往来にお
いても大きく迂回する必要が生じています。

にとっても有利な条件で検討が進められ、効果的で利
促進議員連盟と連携して国、県に要望してまいりたいと
考えています。

特に、構想路線の変更に伴う「西関東連絡道路」一

般国道１４０号（仮称）長尾根バイパスへの町からのア

クセスにつきましては、町民の利便性にできる限り配慮

そのため、今回の要望内容は一般国道140号皆野

していただくとともに、一般国道２９９号の千束峠の線

地と小鹿野方面との連携を強化する一般国道140号

続する主要地方道皆野両神荒川線（特に市内荒川古

秩父バイパスと秩父市街地を直結し、
さらに秩父市街

（仮称）長尾根バイパス
（長尾根丘陵のトンネル開削を
含む）
を「西関東連絡道路」の一部として早期に事業
化することを目指すというものです。

ルート変更の主な理由といたしましては、現状の交

形改良や、町内両神地区を通り一般国道１４０号に接

池地区周辺）
などの早期の道路改良も併せて要望して

まいりたいと存じます。

今後、国や埼玉県、関係市町村、関係機関において、

協議・検討が進められることになりますが、新たな構想

通量実績から将来予測を行うと、西関東連絡道路の

ルートをご理解いただく中で、秩父圏域をあげて、本事

方面から市内荒川地区を通り大滝トンネルに接続する

考えておりますので、町民の皆様にも本事業構想の推

当初構想ルート
（秩父小鹿野バイパスとして町内長留

ルート）
では、事業実施に当たり費用対効果が小さく、
長尾根トンネル単体の整備では国の個別補助事業の

業構想の早期推進が図られるよう努めてまいりたいと
進にご理解とご協力を何卒お願い申し上げます。

採択要件にも合致しないことから、従来の要望内容で

森 真太郎

小鹿野町長

入札結果のお知らせ
事業名

※金額は消費税込み

事業場所等

契約額

下小鹿野地内
養護老人ホーム秩父荘防水改修工事
3,059,100円
伊豆沢地内
衛生センター遠心汚泥脱水機
（小鹿野町衛生センター） 4,488,000円
オーバーホール工事
伊豆沢地内
衛生センター焼却設備オイルバーナ
（小鹿野町衛生センター） 4,752,000円
重油給油装置更新工事
長留地内
町道236号線舗装工事
3,605,800円
伊豆沢地内
森林管理道釜の沢伊豆沢線改良工事
2,409,000円
小鹿野地内
四季の道路肩修繕工事
1,711,600円
小鹿野町財務書類等作成支援業務委託 総合政策課
663,300円
小鹿野町低濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬 旧三田川中学校、
212,300円
旧倉尾小学校外
処分業務委託

落札者

履行期間

有限会社戸田工務店

〜令和3年10月29日

第一産業株式会社

〜令和4年2月28日

日本環境技術株式会社 〜令和4年2月28日
株式会社両神産業
株式会社富山工務所
有限会社ミヤテック
税理士法人エム・エム・アイ

〜令和3年10月29日
〜令和3年10月29日
〜令和3年10月29日
〜令和4年3月18日

群桐エコロ株式会社

〜令和3年12月28日
▲令和3年7月27日開札分
広報 おがの

9月号
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小鹿野高校×地域の

インフォメーション

コラボ通信

14

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

そ
ようこ 小 鹿 野 町 へ！

問合せ●両神庁舎・総合政策課☎75-1238

移住相談員・本協力隊員の町民インタビュー
地域おこし協力隊

進路決定率１００％の秘訣

〜前半：
『産業社会と人間』
とインターンシップ〜

本 奈代子

「二地域居住」
という言葉をご存知ですか。都市と地方に2つ拠点を持つライフスタイルのことで、近年、国の政
策でも推進されています。小鹿野町でも、そのようなご相談が増えました。今回は、飯田松坂地区に6月より拠点
を借り、
ご自身や学生さんたちの研究を開始した大学の先生と、
そのゼミ生さんをご紹介します。

小鹿野高校は、令和2年度に卒業した生徒全員が進路を決定し卒業しています。進路
未決定者が0人だった秘訣として、
生徒たちへの進路選択のサポートについて、
今月号と

明治大学商学部 専任教授・中川秀一さん

来月号でお伝えします。
前半となる今月号は、
1年次で全員が履修する
『産業社会と人間』
という科目について、
進路実現との繋がりを担当の山村瑠子先生に伺いました。

―先生ご自身も二地域居住を始められましたが、全国的なこ
の動向をどう捉えていらっしゃいますか。

Q『産業社会と人間』という授業の目的を教えてください。

日本では戦後、農山村から大都市への人口移動を背景に、
都市と農山村の複合的視点を持った地方出身の人々が、豊

「自分がどのように生きていくのか」
を考えることが目的

力いただきながら実施する
『インターンシップ※』
です。
4日

です。
「自分をみつめる」
「社会を知る・学ぶ」
「生きる力を身

間の就労体験を通して進路意識の向上、
社会性の向上、
自

口の減少もあり、
これからは、大都市の若者が農山村で学

につける」を三つの柱とし、
コミュニケーションガイダン

己の気づきに繋がっています。

ぶ機会を作ることで逆の動きを生み出し、それが新しい日

ー小鹿野町を選んで下さった理由と、拠点の住み心地を教

ス、性格診断、進路適性検査、職業・資格調べ、職業・上級

※地域に所在する、
サービス業、製造業、福祉関係などの事業所
に生徒が訪問し、
実際に働く体験。

本の活力の源泉になり得ると考えています。

えてください。

ーそもそも、中川ゼミナールは、
どのようなゼミでしょうか。

学校体験講座等を実施しています。
教員は答えを提示する
のではなく、生徒が主体的に学べるよう、問いかける姿勢
を大切にしています。
メインとなるのは、地域の皆様に協

Q インターンシップを通して、生徒さんは、どのような成長をするのでしょうか。
初日は
「緊張してしまった」
「何をしたら良いかわからな
い」
と、戸惑う生徒が多いのが現実です。
しかし、
その戸惑
いが、
自己を見つめる力へと変化していきます。
「あの時、
ど

かな日本を建設する牽引役を担ってきました。
しかし、総人

中川ゼミは、東京の都心にある明治大学商学部で開講さ

だろう？」
と自分と向き合い、
社会に出る前に自ら気づく経

れている科目です。学生たちには、フィールドワークをもと

地域おこし協力隊の方々が様々な活動を展開していること

に、そこで暮らす方の視点で地域を理解し地域資源の利活

にも魅力を感じました。
こちらでは、秩父のシンボル武甲山

用方法を探ることで、多様な社会において複合的視野で考

を望む、つい深呼吸したくなるような眺めが気に入っていま

え行動する力を身につけて欲しいです。小鹿野町では、学習

す。
ご近所の方々や大家さんのおかげで安心して暮らせそう

地域社会を課題とし、地域の皆さんと一緒に学ぶ場を創造

です。買い物も便利で、バラエティに富んだ飲食店巡りも楽

したいと思っています。

しんでいます。

私が初めて訪問したのは去年の秋でした。紅葉が町一帯

ることを見つけて、やりがいを感じ、事業所の方々との別

に広がる景色がとても綺麗でした。それから他の学生たち

れに涙する生徒もいます。

と訪問を重ね、季節ごとの自然景観が豊かな町だねと、話し
ています。
また、町民の方々の温かいおもてなしの心や地域

Q 今年も９月に実施予定ですが、町民・事業所さんへのメッセージはありますか？

活動のお話しなどから、地元への愛と誇りに溢れた地域な

『産業社会と人間』
は総合学科でしか学べません。卒業

戸惑いは、成長のチャンスとも言えます。良い点はお褒め

後の進路の決定だけではなく、
その先を見据えた学びが

いただき、同時に、改善すべき点もご指導いただければと

できる総合学科の魅力をもっと知っていただければ嬉し

思います。地域の皆様、事業所の皆様と、生徒を共に育

いです。
また、
生徒にとって、
インターンシップでの失敗や

てる
「共育」
ができることに感謝しています。

4月
希望提出
●割り振り
●

調べ学習
●事業所への
質問項目の
作成
●

事前学習

きょういく

9月
マナー・電
話講座
●アポイント
とり
●

9/27〜10/1
インタビュー
（1日目）
●職業体験
（3日間）
●

10月〜11月
お礼状の
送付
●模造紙の
報告作成

1月〜2月

●

●

報告書の
作成、
事業
所に送付

だと感じました。
実施期間中
（9/27〜10/1）
は、
生徒が奮闘している様子をぜひ見守ってください。
9月号

ー学生さんにとって、小鹿野町で活動する意味は何ですか。
学生の日常は同世代との関わりがほとんどであり、視野
が狭くなりがちです。そんな中、様々な年齢の人や異なる価
値観を持つ人々と交流させていただくことで、多様な価値

歌舞伎保存会の皆様とゼミ生

前列左から2番目が関谷さん

方の過疎化がよく取り上げられていますが、私たちは実際

し合わせ、小鹿野町の現状と魅力を深く理解すると同時に、

に皆さんの暮らしを肌で感じながら
「地域ごとに違う、その

将来像についても皆様と一緒に考えていきたいです。

地域の人々にとっての幸せとは何か？」を考えていきます。
ー意気込みを教えてください。

コロナ禍において、大学の授業はほとんどオンラインにな
りましたが、
こうして実際に地域に足を運べる環境があるこ

9月より、地域おこし協力隊・宇佐川さんが代表を務める

とを大変嬉しく思っています。
しっかりと感染対策をとったう

「大人の学校」を主な舞台として活動します。そこでは、各分

えで、私たちの活動が小鹿野町にプラスとなるよう楽しく元

野の事業者や地域の方々のお話しと学生の事前調査を照ら

気よく進めてまいります！どうぞよろしくお願いいたします。

事後学習

受け入れ事業所の方々にも、
「私たちの仕事を知ってもらえる良い機会です。」
と感謝いただけるそうで、素晴らしい連携

広報 おがの

のだと感じています。

観を育むことができると考えます。また、社会問題として地

インターンシップ
実施

5月〜7月

首都圏の縁辺部にありつつ農山村の特性を兼ね備えた小
鹿野町は、高い創造性を育むことができる町だと思います。

―小鹿野町の印象を教えてください。

験が、
大きな成長へと繋がります。
最終日には、
自分ででき

「インターンシップ」
年間スケジュール

中川先生
（左）
と町民の小菅光夫さん
（右）

明治大学3年生・関谷美南歩さん（小鹿野町プロジェクトリーダー）

うしたら良かっただろう？」
「働くにはどのような力が大切

8

広報 おがの

今回のお引っ越しでお世話になった多くの方々に、
この場
をお借りし、心よりお礼申し上げます。
「二地域居住」が小鹿

野町に何をもたらすのかを見守りつつ、中川ゼミの活動にも
ふるってご参加いただけると幸いです。

広報 おがの

9月号

9

広報 おがの

インフォメーション

インフォメーション

地 域 おこし協 力 隊 通 信 VOL.5１

活動の軌跡 〜地域おこし協力隊〜
地域に育まれる仕事。分かち合う暮らし。

地域おこし協力隊

本 奈代子

したいのです。

これまでの活動

遂に。
いよいよ！！！
『おがの発

大人の学校』
は、来月から、半年

間のプログラムが開始予定です！今季のテーマは
『出会い』
。
人との

主に、
この町に移住したい方のサポート
（年間約60件のご相

出 店してもよ

出会い、
そして、
自然、
文化、
歴史との出会い。
そんな出会いを育み合

談に対応、
うち10件ほどが移住）
と小鹿野高校の活動支援を

いお祭りのお

うことができるプログラムを、皆さんと共に、展開してみたいと思い

してきました。地域の取組や活躍する方々をお繋ぎする、住民

誘い、出 店 仲

の皆様のご協力あっての活動です。

間となってい

ます。
お問い合わせは、ogano.otonagakko@gmail.com（おがの
発 大人の学校 リソースセンター）
080-4506-0157
（協力隊・宇佐
川）
まで、
ご連絡ください。
ここまで一緒につくってきてくださったこ

移住者や高校生が、楽しく過ごすことにより、地域に笑顔が

ただける方、
お

とに、感謝を申し

増えたり、伝統や行事が継承されたりと、
そんな成果を目指して

待ちしていま

上げます。
さらに

きましたが、果たして、皆様はどう感じられているでしょうか。

す！

一 緒 に「 教（ 共 ）

2つめは、任期後の自立のため、
お金に頼りすぎず助け合う

これからの活動
移住3年目に第一子が産まれ、活動も変化しています。2つ、
考えていることがあります。

広報 おがの

げていくことがで

行き、高いお金で習い事をしていました。
しかし、小鹿野町では、

きましたら嬉し

ご縁や経験が私の資産となっており、食糧や衣料品、生活の知

ての子育ては不安だらけでした。
しかし、
どんどん成長する息子

恵をお互い様でやりとりすることも多く、小鹿野町ならではの豊

と、
そんな息子を抱っこしてくれる皆さんに救われ「楽しく働く自

アイデア出しから加工・組み立てまで、デジタル技術を活用した

鹿野町を盛り上

暮らしを準備すること。都会では交通費をかけて友人に会いに

1つめは、地域のお祭りで「大人の文化祭」を行うこと。初め

デジタルDIYワークショップの第1回目を開催しました。

育」を通して、小

『空間づくり・作品づくり』
のプロセスを町民の皆さんに楽しんでいた
だく実験的ワークショップの位置づけで、小鹿野町産のヒノキを材
料として使っていく予定です。

いです。
（宇佐川）

デジタル加工のクラウドサービスを開発・運営しているVUILD社
にもアドバイザーとしてワークショップに参画いただき、
参加者が持
ち寄ったアイデアの発表とブレーンストーミングで意見交換を実施

かさを感じています。

分の姿も息子に見せたい」
「地域とより深く繋がりたい」と、働

した結果、主催者側が想定していた以上の素晴らしいアイデアをい

ぜひ、皆様と、
よりよい時間・場を

き方を見直すようになりました。

分かち合えたら嬉しいです。

ただくことができました。
ワークショップの題材と進捗状況は次月以
降の広報で紹介していきます。
（御田）

町内在住の方が主催する苔玉ワークショップ開催にあたりお手伝い

夢に目を輝かせた大人たちが、
お祭りの一角で、
わいわい好

させていただきました。
コロナ対策を行いながら両神荘付近を散策して

きなことを披露する、
その姿を子どもが見る、地域にも喜んでい

のイベントでしたが、
みなさんに楽しんでいただけました。今後、協力隊

農薬・化学肥料は使

主催のワークショップや観光交流館以外の屋外でのイベントも発信でき

ただく、
そして、
うまくいけばお小遣いにもなる、
そんな場を実現

わない栽培に挑戦して

ればと思っています。
(佐々木)

います。ご近所の畑の
草 を 刈 らせ てい た だ

人類最古の酒を藤倉で造る
地域おこし協力隊の

地域おこし協力隊

を令和3年7月5日に設立しました。支えていただいた関係者皆

に挑みつつ、
その地域へ

様、誠にありがとうございます。ディアレット＝子鹿、
フィールド＝

の定住を図るという、総

野原となり、直訳で小鹿野醸造所となります。小鹿野の百花蜂

務省が促進している取

蜜１トンを仕入れ、9月に仕込み開始、11月中に初期ロットの販

組です。

売を予定。9月の今、初仕込みのお酒が発酵中の頃でしょう

家族で移住し、子育て情

チしました。土の保湿
効果や微生物の分解に

尾中学校の体育館を改装して「ディアレットフィールド醸造所」

制度は、隊員が町の課題

平成31年に都内から

き、畝や畑を草でマル

工藤 エレナ

よる土壌の肥沃化が期
待されます。
(掛川)

か・
・
・
ドキドキです！私と夫と杜氏(佐藤氏)の三人で美味しい酒
を造っていきます！

小鹿野高校の先生方、宇佐川

報の発信・移住促進・特
産品の商品開発を担当
しつつ、醸造所の設立に
奮闘してきました。
前職のIT経験を活かして「小鹿野町移住ポータルサイト」を
作成・更新しております。
また、
「秩父黄金かぼす」を使った
「黄金のかぼす祭」実行委員
会の会長に就任し、広報活動
もしております。
そして、
「蜂蜜酒を造りた
い！」と移住して早3年、旧倉
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広報 おがの

9月号

隊員らと、Facebookにて、高校
の活動・魅力を発信しています。
倉尾の八谷
（やがい）
地区、
青柚子の実がなり始めてき

『小鹿野高校 地域 のコラボ日

ました。
今年も質の良い柚子が楽しみです。
（髙山）

記【埼玉県立小鹿野高校魅力化
プロジェクト】』
ぜひフォローして
ください。
(本)
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

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

9月号

11

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
9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）

生涯学習 コーナー

月曜日
（6、13、27日） 火曜日
（21日） 金曜日
（17日）
土曜日
（4、11、18、25日） 日曜日
（5、12、19、26日）
学校振替休業日
（13日） 祝日
（20、23日）

問合せ●小鹿野文化センター☎75-0063

川柳教室

作品の受付がはじまりました!
第6回図書館を使った調べる学習・第3回読書感想画コンクールの受付が始
まりました。応募作品は、図書館までお持ちいただくか、通学の小学校又は中
学校へ提出してください｡
コンクールの詳しい内容については、広報５月号及び６月号又は図書館に
あるチラシをご覧ください。
受付期間は、
下記のとおりです。
皆さんの力のこもった作品をお待ちしています。
第6回図書館を使った調べる学習コンクール
作品受付期間●9月1日
（水）
〜10月5日
（火）
※学校に提出した自由研究の作品も応募でき
した作品は応募できません。

作品受付期間●9月1日
（水）
〜10月8日
（金）
※読書中央感想画コンクール、他の類似コン
クールへの同一作品の出展はできません。

ファミリーハイキング

日時●10月14日
（木）
、
28日
（木）
13：30〜15：30 全2回
場所●小鹿野文化センター・会議室2
講師●高田哲郎先生
内容●作品制作を中心に行います。
また、参加者同士の
交流、
作品の講評を行います。
対象●川柳に興味のある人。
初心者歓迎。
定員●10人
持ち物●筆記用具
申込＆問合せ●9月6日(月)から受付開始です。電話又は
FAXでお申し込みください。なお、
お申し込み時に、
自作
の川柳をご提出していただければ、
事前に講評・添削を行
い、
当日の実技講習の資料とさせていただきます。作品点
数は特に制限はありません。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063
FAX75-0032

日時●10月23日
（土）6：00両神庁舎発 18：30両神庁
舎着
（予定）
場所●栃木県奥日光
費用●8,000円
（バス代・保険代）
定員●35人
（申込順）
申込＆問合せ●9月1日
（水）〜24日
（金）
の間に小鹿野文
化センター窓口でお申し込みください。
（ 平日8：30〜
18:00）
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063

ブックスチャレンジ(2歳児)
絵本を通して、親子がふれあう時間をつくり、読み聞か

再認定審査が迫るジオパーク秩父

おはなし会プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)
赤ちゃんから3歳ぐらいまでの親子を対象に、年齢に

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

あった絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。

は、
絵本の紹介と絵本を1冊プレゼントします｡

日時●9月30日
（木）
11：10〜

日時●9月28日
（火）
13：30〜

場所●子育て支援センター

場所●けんこう交流館
（健診会場）

内容●絵本・紙芝居の読み聞かせ・手遊び

※健診対象児童のみ

秩父地域1市4町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町)をエリアとしているジオパーク秩父は、平成

イトの選定と保全・活用方針の明確化、⑤日本ジオパー

23年の認定から今年で10周年を迎えます。それに関連

クネットワークへの積極的な参画、⑥拠点施設の整理と

し、埼玉県立自然の博物館(長瀞町)では、企画展「ジオ

効果的な運用、⑦ガイドの創意工夫と看板の拡充の７つ

パーク秩父へ出かけよう！」が10月17日(日)まで開催さ

の指摘事項を受けました。

れています。

※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。

ジオパークとは、 Geo(大地・地球）と Park(公園）
を組み合わせた言葉で「大地の公園」を意味し、地球の

棒針編みでウエアを作ります。経験者向けの内容に
なっています。

月に発行され、書店にて購入が可能です。
ガイドブックで

す。ジオパークはユネスコの正式プログラムとなってお

は、
ジオパークの理念や域内のジオサイト、文化・歴史サ

ちりめんで作る和の世界。

り、国連の持続可能な開発目標(SDGs：Sustainable

イト、生態サイト、眺望サイト、拠点施設を紹介し、
ジオ

来年の干支
「寅
（トラ）
」
の押し絵を作ります。

Development Goals)を2030年までに達成するため

パーク秩父がわかりやすくまとめられています。

日時●9月29日
（水）
、
10月6日
（水）
、
13日
（水）
、
27日
（水）

日時●10月12日
（火）
、
19日
（火）
13：30〜15：30 全2回

13：30〜15：30 全4回

会場●両神ふるさと総合会館・研修室Ｂ・Ｃ

場所●両神ふるさと総合会館・研修室Ａ

講師●内田智子さん

講師●大野しげ子さん

内容●来年の干支である寅を押し絵で作ります。

内容●棒針編みでウエアを作ります。

定員●10人

定員●10人

費用●1,800円
（材料代）

費用●2,000円程度
（毛糸代）

持ち物●はさみ、
おしぼりタオル、

持ち物●棒針、
筆記用具

ピンセット、
メウチ、
綿、
ボンド

申込＆問合せ●9月6日
（月）から27日
（月）
までに電話で

申込＆問合せ●9月6日
（月）から30日
（木）
までに電話で

お申し込みください。

お申し込みください。
（申込の際、
必要セット数を確認させ

両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

ていただきます。
）

広報 おがの

9月号

計画の策定を行いました。

持続可能な開発に活用されている地域のことをいいま

押し絵教室

の取り組みを行っています。
令和3年4月1日現在、
日本ジオパークは43地域、
うち

No.41

題を解決すべく取り組みを進め、体制の見直しや各種
さらに、
ジオパーク秩父公式ガイドブックが令和3年6

両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

12

秩父まるごとジオパーク推進協議会では、
これらの課

活動がよくわかる地質や景観が、大切に守られ、教育や

両神公民館講座情報
毛糸屋さんの編み物教室(経験者向け)

改善、③ジオパークとしての計画・指針の策定、④ジオサ

文化財ノート

ます。
ただし、
公を対象にしたコンクールに応募

第3回読書感想画コンクール

広報 おがの

ジオパーク秩父が再認定を受け、今後も活動していけ
るよう皆さんのご協力をお願いします。

ユネスコ世界ジオパークには9地域が認定されていま
す。
ジオパークには、4年に一度行われる再認定審査制
度があり、秩父は前回令和元年の再認定審査におい
て、条件付き再認定であったため、2年後の再認定審査
となり、今年11月4〜6日に現地調査が行われる予定に
なっています。
前回の再認定審査では、①地域内におけるジオパー
クの理念の共有、②スタッフ拡充を含む事務局体制の

ジオパーク秩父公式ガイドブック
「秩父に息づく大地の記憶」

広報 おがの

9月号
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広報 おがの

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
こども園・保育所合同
の夏まつりでは、
出店を楽
しんだり、
年長児が叩く太
鼓に合わせて笠鉾の曳き
回しをしました。

絵本読み聞かせ事業（おがのこども園・図書館連携）

おはなしひろば（毎月１回）

おがのこども園より
こども園では、来年度3歳児として入園対象のお子さん
（平成30年4月2日か
ら平成31年4月1日までに生まれたお子さん）
が、
親子で登園して遊ぶ
『なかよし
キッズ』
を計画しています。
感染対策を取りながら親子でふれ合って遊ぶことを主としていますが、子育
て中の不安や悩み等にも職員が対応しますので遠慮なくお声がけください。
●9月10日
（金）
に第1回目を予定していましたが、
新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止としますので、
ご了承ください。
※次回は、
10月15日
（金）
を予定してます。
●10月に予定している運動会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
地域の皆さんのご来園や来年度入園対象のお子さんの参加種目の実施につい
ては見合わせることとなりました。
ご理解・ご協力をいただきますようよろしくお
願いします。

ほ っ と ママ

ステーション

情報

9月4日
（土）
に予定していた
『おはなし
ひろば』は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止としますので、
ご了
承ください。

※ご不明な点はお問い合わせください。
問合せ●おがのこども園☎75-3292
https://www.town.ogano.lg.jp/kodo
moen/

「マタニティマーク」
とは、
妊娠していることなどをさりげなく周
囲の人に理解していただけるようにデザインされたマークです。
妊娠期は、
つわりといった体調の変化などがあり、
周囲の思い
やりが欠かせないため、
マタニティマークに気づいたら、
あなた
の優しさを少し分けていただき、
ご配慮をお願いします。
●妊婦さんの近くでは、
喫煙をやめましょう。
●電車、
バス、
病院などで妊婦さんに、
席を譲りましょう。
●体調が悪そうな妊婦さんがいたら、
声をかけましょう。
埼玉県でうまれたこのマークは、厚生労
働省が募集したマークのデザインで最優秀
作品に選ばれ、
マタニティマークの基本デ
ザインとして全国に広まっています。

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●9月10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

子どもの発達相談（予約制）

子どもの発達について臨床発達心理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●9月14日(火)9:30〜12:00
場所●けんこう交流館
（旧児童館）
対象●発達について相談したい就学前のお子さんと保護者

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
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。
9月の巡回日
■9月3日
（金） 長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■9月8日
（水） 小鹿野町子育て支援センター
■9月10日
（金）
、
24日
（金） 秩父市子育て支援センター
（下郷児
童館内）
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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。
9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

ご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。

サーキット遊び

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●9月16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

敬老の日制作
「おじいちゃんおばあちゃんへプレゼント作り」 ＊予約制
日時●9月17日
（金）①10：00 ②10：30 ③11：00
内容●おじいちゃんおばあちゃんへお子さんの可愛い作品をあげま
しょう。
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。

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

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●9月15日
（水）

発育測定・栄養相談
日時●9月2日
（木）10：00〜11：10
内容●身長体重を測定します。毎月記録できる計測カードを用意して
います。
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
①9月3日
（金）発育相談・計測(保健師)
②9月10日
（金）離乳食試食体験(管理栄養士)＊予約制
＊9月17日
（金）敬老の日制作（予約制）
のため、
すくすくはお休み
③9月24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

公園で遊ぼう
（国民宿舎前広場） ＊予約制
日時●9月22日
（水）10：00〜11：30
内容●心地よい芝生の広場で楽しく遊びましょう。
対象●1歳〜3歳のお子さんと保護者
持ち物●着替え、
タオル、
ビニール袋、水筒、帽子
※雨天の場合は子育て支援センターで開催します。

年齢別講座よちよちてくてく ＊予約制
日時●9月28日
（火）、10月5日
（火）10：00〜11：30
内容●よーいどんや体操、楽しい障害物競争、子育て情報の交換をし
ます。
対象●平成31年4月〜令和2年3月生まれのお子さんと保護者
持ち物●着替え、
タオル、
ビニール袋、水筒、帽子
申込●開催前々日までにお申し込みください。

お庭で遊ぼう ＊予約制
日時・内容●9月29日
（水）、10月6日
（水）10：00〜11：30
※10：30〜設定活動。一緒に遊べるようにお集まりください。
対象●1歳〜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
申込●定員になり次第終了します。

親子ふれあい遊び
日時●9月9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 ＊予約制

子育て講演会「遊んで育つ子どもの体！」 ＊予約制
日時●9月15日
（水）9：45〜12：00 講演会
対象●0歳〜3歳のお子さんと保護者 10組
費用●無料
講師●岡田朋子理学療法士
内容●講演会では、子育ての参考になるお話と楽しいふれあい遊び
を紹介します。個別相談ではお子さんの体の使い方で気になってい
ることも気軽にご相談ください。
13：00〜15：00個別相談（小学校までのお子さんと保護者）
申込●定員になり次第終了します。

日時●9月30日
（木）10：00〜11：30
内容●誕生会10：50〜 7月から9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。誕生日親子をみん
なでお祝いしましょう。
おはなし会11：10〜 図書館司書によるおすす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

アンパンマンたこ焼きの出来上がり！
きんぎょすくい→
思わず手でつかみました

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。

広報 おがの

●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

子育て相談(電話・面談・オンライン)

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

ご存知ですか？ マタニティマーク

子育て支援
センター情報

ます！
応援し
て
の子育
あなた

子どもたちに人気の
「アンパンマン」
山車とベビーカーに変身！

楽しいこといっぱいあるよ！

夏まつり
楽しかったね

紐引きゲーム
「何が当たるかな」
広報 おがの ９月号
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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・
・
・

目を背けないこと
9月になりました。皆様、
いかがお過
ごしでしょうか。夏は本当に暑かった
ですね。
この原稿が皆様に届くころも、
おそらくまだ残暑が厳しい事でしょう。
どうぞ皆様、体調
管理には十分お気を付けください。
その体調管理ですが、梅雨が明けて急に気温差が
激しくなった頃から調子を崩す患者さんも増えました。
実は毎年のことですが、春と秋は患者さんが減ります。
ご多分に漏れず今年も4〜6月の患者数は少なく、病棟
も落ち着いていました。
ところが急に暑くなってきた7〜
8月は患者さん
（特に入院）
の増加がみられました。多く
の方々が健康で病院にかからないことは、皆さんにとっ
ても町の財政にとってもとてもいいことです。一方で入
院患者さんが減ると収益が減りますので、病院運営とし
ては複雑な気持ちでもあります。
そのような状況が長く
続くと、病院の在り方の見直しという話は避けて通れま
せん。
いつも数字とにらみ合い、
スタッフにも意識しても
らっているつもりですが、言いすぎてスタッフからも疎ま
しく思われているかもしれません。
そんな中、先日入院していたある患者さんから、
こん
なメモをいただきました。
『介護者の「ありがとう」、
その
一言の言葉の重みが人間的な自然の快諾を得る。人
の和を大切にする。』元NHKアナウンサーの鈴木健二
さんの書かれた著書からの言葉だそうです。入院生活
の中でいろいろ気付いたこともおありだったのでしょ
う。
でも、お互いありがとうと言える関係性があり、
その
思いがあれば、苦しみやつらさは少し軽減します。患者
さんの数や病院の運営に関わる数字ももちろん大事

休日急患当番医

思 いつくまま 53
気のむくまま

ションの重要性。
その中でも、本当にシンプルな言葉
「ありがとう」
をお互いに言いあえる大切さを改めて思
い返しました。
そして、何度かお会いしたことのある、秩父ふたばこ
ども園副理事長で「ほめ達（日本ほめる達人協会）」特
別認定講師である根岸和美先生の話を思い出しまし
た。根岸先生は、
ちょっとしたあいさつや言葉と、
そのあ

9月21日
（火） 総合診療科 曽根Dr.
9月24日
（金） 総合診療科 植木Dr.
9月24日
（金） 婦人科
山口Dr.
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9月号

期日
9月5日
12日
19日
20日
23日
26日

秩父郡市医師会
休日診療所(熊木町)
診療時間／9:00〜18:00

医師会休日診療所
(内・小)
熊木町 ☎23-8561

在宅当番医療機関

期日
9月5日
12日
19日
20日
23日
26日

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。

期日

診療時間／9:00〜18:00

金子医院(内)
小鹿野中央病院（内）
秩父生協病院(内･小)
近藤医院(内･小)
本間医院(内･リュ)
小鹿野中央病院（内）

皆野町
小鹿野町
阿保町
日野田町
小鹿野町
小鹿野町

☎62-0039
☎75-2332
☎23-1300
☎22-0043
☎75-0020
☎75-2332

9月5日
12日
19日
20日
23日
26日

診療時間／8:30〜翌日の8:30

☎23-0611
☎62-6300
☎23-0611
☎62-6300

秩父市立病院
皆野病院
秩父市立病院
皆野病院

桜木町
皆野町
桜木町
皆野町

秩父市立病院

桜木町 ☎23-0611

す。
これは、少し距離があったり、手を挙げたり他の動作

平日夜間急患対応

ができない時でも、
アイブロー
（まゆ）
をあげるように動か
す事で、相手の存在をわかっていますよと伝える方法
です。根岸先生は「おめめ握手」
という表現も使ってい
ます。
目で握手する。
まさにこのコロナ禍において、接触
せずに思いを表現するにはぴったりの行動です。
私たちは、苦手な人やいやなことなど、
つい、
目をそら
せてしまいます。
けれどもそこをちょっと頑張って目を向
けてみる。
もちろん、直接見ることができない時もあるで
しょう。
そんな時は心の目でもいいのかもしれません。

曜日

月
水
火・木・金
9月16日
(木)

医療機関

電話

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

☎62-6300

期日

9月4日･
25日

医療機関

皆野病院

（セオドア・ルーズベルト：米国の元大統領）
病院の運営と人とのかかわり、
まったく関係のないこ
とかもしれません。
でも、
いずれも目を背けないで見ると
いうことが大事なのかもしれませんね。
すべての悩み事
が、見つめるだけで解決すればいいのですが…。今月
も頑張りましょう！

内田

望

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

電話

☎62-6300

11日･18日 秩父市立病院 ☎23-0611
※必ず電話でご確認のうえ、受診してください。

埼玉県救急電話相談（24時間 365日対応）
●ＮＴＴプッシュ回線、
ひかり電話、携帯電話の場合

☎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

曜日

医療機関

電話

月
水
火・木・金
9月16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。

※必ず電話でご確認のうえ、受診してください。

●ダイヤル回線、
ＩＰ電話、
ＰＨＳの場合

今あるもので、今いる場所で。

平日夜間小児初期救急対応

土曜夜間急患対応

☎#7119 (シャープ7119番)

あなたにできることをしなさい。

外来からのお知らせ
萩原Ｄr.
津野Ｄr.
荒木Dr.
植木Dr.
関口Dr.

救急告示医療機関

※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。

院長

総合診療科
総合診療科
耳鼻咽喉科
総合診療科
整形外科

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。

との「アイブローフラッシュ」が大事だと言っておられま

ですが、人との関係性構築の原点でもあるコミュニケー

休診
9月2日
（木）
9月7日
（火）
9月14日
（火）
9月17日
（金）
9月18日
（土）

広報 おがの

休日在宅歯科当番医
期日

9月20日

医療機関

診療時間／10:00〜13:00
所在地

電話

倉林歯科クリニック 上影森 ☎21-1881

※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？
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
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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

9月10日〜16日は
自殺予防週間です

町では、平成30年3月に小鹿野町いのち支える自
殺対策計画を策定し、相談事業を行っています。近年
自殺者数は減少傾向でしたが、
昨年は増加に転じ、
全
国で1年に2万1千人もの人が自ら命を絶っており、
深
刻な社会問題となっています。
自殺の背景には、精神
保健上の問題だけでなく、経済や生活問題、家庭問
題、
勤務問題、
学校問題など様々な要因が連鎖するな
かで、
コロナ禍の影響も加わり、
「 死ぬしかない。」
と
心理的に追い詰められた状況があります。

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。

最近、
ストレスや問題に対処する重要な能力として
注目されているのが「援助希求行動」
です。
これは解
決が難しい問題や悩み事などに出会ったときに、誰
かに相談したり、助けを求めることができる能力をい
います。誰かに助けを求めることは決して恥ずかしい
ことではなく、むしろストレスなどに上手く対処する
ための重要な能力です。
周囲に相談しにくかったり不
安が強い場合には、医療機関や専門の相談窓口を利
用しましょう。

相談窓口

●こころの相談（小鹿野町保健福祉センター内
●よりそいホットライン
保健課）
予約制☎75-0135
☎0120-279-338
（24時間対応）
＊詳細はP21をご覧ください。
●いのちの電話
●小鹿野町いつでも健康相談☎0120-554-245
☎0570-783-556
(小鹿野町の人のみ利用可）
（毎日午前10時から午後10時まで）
こころと体の様々な相談に24時間体制で医
☎0120-783-556
師や専門のスタッフがお答えします。
（毎日午後4時から午後9時まで）
●埼玉いのちの電話☎048-645-4343
（毎月10日午前8時から翌日午前8時まで）
24時間365日対応、
秘密厳守、
名前をいう必
●チャイルドライン
要はありません。
☎0120-99-7777
●こころの健康相談統一ダイアル
（毎日午後4時から午後9時まで）
☎0570-064-556
（24時間対応）
18歳までの子どもがかける電話です。
公的な相談機関に接続します。
●＃いのちSOS
自殺予防週間特設コーナー
☎0120-061-338
自殺予防週間には、図書館に特設コーナーを設置しま
（毎日12時から22時まで対応）
す。
関連書籍やリーフレット等用意しますので、
ぜひ、
お立ち

保健・福祉

がん検診を受けましょう

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。
乳がん･子宮頸がん検診
日時●9月9日(木)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。
※10月、11月にも乳がん・子宮頸がん検診を
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。
）

秋の集団健診を実施します

期日

日時●9月10日(金)10:00〜12:00、
13:15〜15:30
場所●小鹿野文化センター
※献血カードをお持ちの人はご持参ください。

おやこ郷土料理教室

認知症の症状の理解、認知症の人への関わり方等につ
いて、学びませんか。学校の授業や職場研修、集会所での
集まりなど受講者に応じた内容で実施可能です。年間を
通して2人以上から申し込みを受け付けます。地域包括支
援センター(保健課内)にご連絡ください。
日時＆場所●集会所や職場など、受講者の希望に応じて
対応します。
所要時間●概ね1時間から1時間半
対象●小鹿野町民及び町内で就業等に従事している人

お願い
400mL献血の基準を満たしている人は、
ぜひ400mL献血の

【ポイント】
茄子は加熱後に濃いめの鰹だしに漬け
込んでから、和え衣で和えます。鰹だしの旨味とご
まや生姜、
ネギの香味で食べる和え物です。1人分
の塩分を0.3gに抑えました。

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

材料2人分

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。

茄子…中2個

茗荷…1個

濃いめの鰹だし…100cc

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）
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新型コロナワクチン
「接種証明書」発行の
お知らせ
接種証明書は海外渡航時に渡航先に提示する目的で
発行するものです。
申請は必要書類を添えて保健課窓口
又は郵送にて受け付けます。発行までに時間を要しま
す。
詳細は、
町ホームページをご覧ください。

和え衣…白ねりごま 大さじ1
白いりごま 小さじ1
おろし生姜 小さじ1
青ネギ(又は長ネギ)のみじん切り
大さじ3
鰹だし(茄子を漬けただし) 大さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1/2

(保健課)

9月21日(火)

受付時間●13:00〜14:00
場所●小鹿野文化センター
対象●①40歳〜74歳の小鹿野町国民健康保険加入者
②75歳以上の後期高齢者医療保険加入者
※①②どちらも、
令和3年度に集団健診や個別健診を未受診の人、
又
は人間ドック受診予定がない人
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●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。

認知症サポーター養成講座

今月の減塩料理

申込締め切り

実施場所

9月27日(月) 小鹿野文化センター
10月5日(火) 小鹿野文化センター
10月7日(木) 小鹿野文化センター

茄子と茗荷のごま和え

10月24日
（日）
に開催を予定していた
「第40回健康ま
つり」は新型コロナウイルス感染症拡大防止及び参加
者、関係者の健康・安全を第一に考慮し
「広報おがの11
月号」
にて紙面開催を行い、
「第37回町民輪投げ大会」
は
中止とします。皆さんのご理解のほどよろしくお願いし
ます。

献血

Hm4

自分の健康管理と大切な家族のため、
1年に1回健診を受けるよう
にしましょう。

寄りください。

健康ふれあいフェスティバルについて
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Hm1

豊かな
心を培う

秋の彼岸にお供えするおはぎを作ります。
日時●9月25日
（土）
10:00〜12:30
場所●両神ふるさと総合会館3階・調理実習室
内容●4色おはぎ作り
対象●親子
（お子さんは5歳以上）
費用●1人200円（材料代）
（例：親1人と子1人の場合は400円）
定員●10人
（先着順）
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●9月6日
（月）から24日(金)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。
作り方
①茄子は、
へたを取り縦半分に切って水にくぐらせ、
それぞれラッ
プでくるみ、
600W2分30秒加熱する。
(箸で挟んで軟らかくなる
程度)
②①をラップのまま、冷水に入れ冷やす。(浮いてくるようなら、皿
などで押さえる)
③冷めたらラップを外し、手のひらに挟んで水気を絞る。縦に3等
分に切り、濃いめの鰹だ
しに30分程度漬ける。
④茗荷は縦半分に切ってか
ら千切りにする。
⑤ボウルに、和え衣の材料
を入れ、よく混ぜておく。
③の茄子、茗荷を加えて
混ぜ合わせる。
【一人分栄養価 エネルギー110kcal 塩分0.3g】
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無料相談

9 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

①9/8(水)・22(水)
②9/15(水)・29(水)
③9/2(木)・16(木)
④9/9(木)・30(木)

時間
15:00〜16:00

19:00〜20:00
Hm
9/21(火)・30(木)
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

場所
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

8人 運動のできる服
装、
マスク

いきいき館

高精度体組成計
1 9/15(水)
測定日

18:00〜20:00

いきいき館 10人 マスク

ステップ体操

Hm1

9/3(金)・10(金)・
17
（金）
・24（金）

5歳児健診

高精度体組成測定、
個別結果説明

■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。

1歳6か月・2歳児健診

開催日●9月17日(金)
場所●けんこう交流館
（旧児童館）
該当児●平成28年4月〜8月生まれ
持ち物●母子手帳、
健康診査票、
体調チェック問診票

『交流会』
に参加してみませんか？
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●9月24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
申込●9月22日
（水）
までにお申し込みください。

バンビちゃんの会 Hm
1

音楽や運動で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●9月2日(木)、
16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
9月号

骨 密 度 測 定と高 精
度体組成測定、個別
結果説明、指導

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(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）
・エアロバイク
（自転車こぎ）
の使用方法
・筋力トレーニング機器の使用方法
その他、
運動機器をご案内します。
持ち物●運動靴、
運動のできる服装、
タオル、
飲み物、
マスク
※講習会は90分程度で、
個別に開催します。
※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。
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筋力トレーニング等
（トレーニング機器
は使いません）

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

13:30〜15:00

Hm

内容

けんこう
交流館

9/27(月)

Hm

20

定員 持ち物

開催日●9月28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2年2月、
3月生まれ
［2歳児］
令和元年8月、
9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

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●9月14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。

認知症家族会

認知症の人を介護する家族が集まり、悩みや気持ちを
話したり皆で支えあう会です。
日時●9月21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

相談員

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、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。

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、行政相談委
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●9月21日(火)13:00〜15:00
相談委員●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●9月22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）

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●10月20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。
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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

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●9月7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
日時●9月15日(水)13:30〜
相談時間は、予約の際にご確認ください。

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
ひきこもり・こころの相談
■知的障がい者・障がい児について
～来所や訪問での相談～
■障がい者の就労・生活について
問合せ／保健福祉センター・保健課 ☎75-0135
秩父障がい者総合支援センター
ひきこもり相談
☎21-7171 FAX24-9963
児童期から成人期の人を対象に、 ■精神障がい者について
ひきこもり・不登校でお悩みのご本人、 生活支援センター アクセス
ご家族からの相談をお受けします。
ひ
☎24-1025 FAX24-1026
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
消費生活・多重債務等の相談
相談ください。
問合せ／秩父市消費生活センター ☎25-5200
日時●9月21日(火)13:00〜16:00
日時●月〜金曜日9:00〜16:00
相談員●公認心理師
(12:00〜13:00を除く)
場所●保健福祉センター
相談員●専門相談員
こころの悩み何でも相談
場所●秩父市消費生活センター
日時●9月7日(火)、13日(月)13:00
(秩父市役所本庁舎2階)
〜16:00
相談員●公認心理師
結婚相談
場所●保健福祉センター
問合せ／中央公民館☎75-0063
申込●前日までに予約をしてください。
日時●9月8日(水)18:00〜20:00
予約のない場合は、
中止となりますの
相談員●髙橋 聡さん
でご了承ください。
守屋恒男さん
※ご家族などご本人以外の相談も可
髙岸友行さん
能です。
場所●小鹿野文化センター
※秘密は守りますので、安心してご相
※電話相談もご利用ください。
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

物忘れなどの生活の不安・介護全般
日時●①9月14日(火)、
28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職員
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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な

み

の 広 場

姉

お詫びと訂正
広報おがの8月号（191号）23ページ中の、分須好夫さん、黒
澤和男さんに対する
「受章おめでとうございます」の記事に誤
りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。
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《7月中の同意書届出
（

相談業務に携わり、
住民福祉の向上にご尽力されました。

髙橋 稔さん
誤 「端宝双光章」
⬇
正 ○
「瑞宝双光章」

黒澤英子さん

）
は保護者・敬称略》

6月
30日

立花 楓雅（隼斗）

7月
8日

笠原 花（俊）

16日

ふうが

はな

ひなた

板倉 陽大（瑠菜）

小鹿野
長留
般若

お悔やみ申し上げます。

3月31日の6年間、住民と行政の橋渡しとなり、数多くの

《7月中の同意書届出・敬称略》

おがのフォトニュース

皆野町地域おこし協力隊のベイセン
バイ・ゼレさんにカザフスタンの文化
や特色などを講演していただきました。

今井豊治さん

ご出産おめでとうございます。

の8年間、黒澤英子さんは平成27年4月1日から令和3年

小鹿野町国際交流協会講演会
6/2

栗原精一さん

祝悼

6月
21日

新井 文夫（87)

藤倉

23日

丸山 巴
（89）

小鹿野

4日

新井 辰雄（93)

日尾

8日

茂木 玲子（84）

飯田

8日

新井 清一（86）

伊豆沢

11日

岡本 千代江（79）

小鹿野

13日

中井 ユキ
（88）

両神薄

18日

黒澤 文子（91）

日尾

24日

田中 金三郎（81）

小鹿野

7月

広報 おがの

※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︶

平和愛(のどか）ちゃん
心和(ここな）ちゃん 妹

両神文芸クラブ

保険の安定的な運営のためにご尽力されました。

長留
村田和弘さん・和美さん

稲水

営に関する事項の審議を行うなど、小鹿野町の国民健康

き。

大好
ちゃん
るお姉
れ
く
ね。
わせて
でいて
沢山笑
し姉妹
良
仲
ずっと

近藤

保険法に基づき町より委嘱され、国民健康保険事業の運

髙橋稔さんは、平成25年4月1日から令和3年3月31日

天使

広 場

なの

ひでり

小鹿野町国民健康保険運営協議会委員は、国民健康

我が家の

ん

梅雨旱天地の乾く匂い立つ

贈呈しました。

てご活躍されたお二人に町から感謝状を贈呈しました。

秋 山キミ子

動された栗原精一さん、今井豊治さんへ町から表彰状を

地域の皆さんの身近な相談役である行政相談委員とし

夏場所や全勝相撲火花散る

長年、
小鹿野町国民健康保険運営協議会委員として活

町から感謝状を贈りました

横 田 トシヱ

町から表彰状を贈りました

庭隅で泳ぐメダカと夕涼み

今回の受章となりました。

豊田まき子

のために、多大な貢献をされた長年の功績が認められ、

緑濃き山の向うは峠道

大な貢献をされました。

良子

罪や非行の予防活動など、
安心・安全な明るい地域づくり

木村

など、豊富な経験と卓抜した識見をもって県政推進に多

夏五輪演技称ふるグータッチ

や助言を行い、
更生保護の重要な役割を担うとともに、
犯

たい

改革特別委員会委員長、
埼玉県監査委員等を歴任される

茂木

罪を犯した人や非行に走った人たちの立ち直りの援助

もくもくと一句促す入道雲

この間、
埼玉県議会副議長をはじめ、
地方創生・行財政

和子

た。

長又

ご尽力されました。

みづみづしトマト摘む手に誇らしき

にご 尽 力されまし

富惠

興と地方自治の発展伸長に

斉藤

たり、更生保護活動

菅笠のゆっくり動く棚田かな

長きにわたり秩父地域の振

敏雄

20年間の長きにわ

増島

れると、4期13年11カ月の

風通し良き山里の夏座敷

と、令和3年5月まで

小鹿野ひこばえ句会

県議会議員選挙に当選さ

冨 田ケサ子

護司に就 任される

蟻の列己が道ゆくひとすじに

を担い平成19年4月に埼玉

みち

石 川ヨシ子

臣の委嘱を受け保

勝子

岩﨑さんは、地元の衆望

うめ漬けるただひたすらに紫蘇をもむ 齋 藤

知子

1 3 年 5月に法 務 大

こ や

解体の古家の崩れや梅雨最中

清水

ました。

田水張り峡がひとつになりにけり

久保さんは、平成

良子

六位、旭日双光章が贈られ

木村

贈られました。

岩﨑宏さんに従

接種後の気だるさ出づる冷奴

会議員

啓子

さんに藍 綬 褒 章が

山口

れた両神薄の前埼玉県議

歩まねば前に進めぬ炎暑道

両神薄の久保勲

浅 香 カヲル

去る、2月28日に逝去さ

接種終え見上げる空は梅雨末期

久保 勲さん

原島

岩﨑 宏さん

手紙書く思ひつくまま螢の夜

故

藍綬褒章 受章

の

従六位 旭日双光章 受章

窓

文芸

み

ん
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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 9月12日(日)10：00〜15：00
場所 みどりの村 特設会場
（子供の広場）
費用 乗馬体験1人500円 ※申込不要
●みどりの村秋の山歩き
（きのこを見つける
ぞツアー）
日時 10月3日(日)10：00〜12：00
場所 みどりの村 全体
費用 1人500円 定員 20人(抽選)
締切 9月17日(金)必着
●サツマイモ掘り体験
日時 10月17日(日)10：00〜12：00
場所 みどりの村 体験農園
費用 1人1,000円 定員 20人(抽選)
締切 10月1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

彩の国ふれあいの森のイベント
●大人の木工体験
（スツール作り）
日時 10月10日
（日）
10:00〜16:00
内容 ちょっと疲れた時、
高い所の荷物など
を取りたい時などに重宝する背もたれのな
い一人掛けの椅子
（スツール）
を作ります。
対象 大人
（20歳以上）
費用 3,000円/人 定員 5人
（申込順）
締切 10月3日
（日）
●
「中津川写真展」
作品募集
募集期間 9月1日
（水）
〜10月3日
（日）
※当日消印有効
どなたでも応募できます。
応募数は一人二
点以内とします。応募用紙に必要事項を明
記し、応募作品の裏に貼付したうえ、埼玉県
森林科学館へ郵送してください。
内容 彩の国ふれあいの森の風景、
巨木、
渓
谷、滝、野鳥、野生動物などのカラー写真（四
つ切り253 305mm又はＡ4サイズ）
を埼玉
県森林科学館に展示します。※作品は返却
できません。
また、作品制作及び作品送付に
係る費用は自己負担です。
展示期間 10月16日
（土）〜11月14日
（日）
※応募要項、応募用紙は、
ホームページを参
照
●昔の履物
（布草履）
作り
日時 10月17日
（日）
10:00〜15:00
内容 素足に気持ちよい布を使った草履を
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/人 定員 10人
（申込順）
締切 10月10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
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さい。彩の国ふれあいの森
学館☎56-0026

埼玉県森林科

埼玉県県民の森のイベント
●林業体験
日時 ①9月12日(日)②9月19日(日)両日
とも10:00〜14:00
内容 ノコギリを使って枝打ち作業と間伐
を体験します。
対象 小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用 500円
定員 各回10人(申込順)
締切 ①9月8日(水)②9月15日(水)
●アケボノソウを見よう
日時 9月25日(土)10:00〜14:00
内容 秋の県民の森を探索しアケボノソウ
やフシグロセンノウを探します。
対象 小学生以上
（小学生は保護者同伴）
費用 500円 定員 20人(申込順)
締切 9月22日(水)
●森林のコンサート♪オカリナの調べ♪
日時 10月2日
（土）
11:00〜13:00
内容 県民の森の自然の中でオカリナの演
奏を楽しみます。
対象 制限なし
費用 無料 定員 なし
※申込不要
●草木染め体験
日時 10月9日（土）、10日（日）両日とも
10:00〜14:00
内容 県民の森で採取したヨモギ等の植物
を使っての染め物体験です。
（布地持参）
対象 小学生以上
（小学生は保護者同伴）
費用 500円
定員 各回10人
（申込順）
締切 10月6日(水)
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。
埼玉県県民の森☎23-8340

秩父ミューズパークのイベント
埼玉西武ライオンズOB選手から教わる親子
キャッチボール教室
日時 10月10日(日)10:00〜
（受付9:30〜）
場所 秩父ミューズパーク・芝生広場
内容 埼玉西武ライオンズOB選手を講師
に迎え、
「投げる、打つ」
を教えていただきま
す。
※イベントは野球未経験者向けの内容に
なります。
対象 5歳から小学4年生程度のお子さんと
ご家族
費用 無料 定員 30組60人
（申込順）
申込＆問合 電話にて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

募 集
彩の国動物愛護推進員募集
募集期間 9月1日(水)〜11月30日(火)
活動内容 動物の愛護と適正な飼養･管理
の重要性について、地域住民の理解を深め
るための啓発活動や地域住民の求めに応じ
た、繁殖制限措置に関する助言や譲渡仲介
の支援など。

申込＆問合 埼玉県ホームページ又は各保
健所、県動物指導センターの窓口に設置す
る募集要領をご覧ください。
埼玉県生活衛生課☎048-830-3612

彩の国動物愛護推進員

検索

里親制度をご存じですか？
里親入門講座（無料）
里親は、
家庭で暮らせない子どもたちを温
かく見守り、
養育する人のことです。
子どもた
ちが温かい家庭の中で生活できるよう、
県で
は里親を募集しています。
また、里親制度を理解していただくために
県では「里親入門講座」を開催します。里親
を必要とする子どもたちの現状や里親制度、
児童養護施設での子どもたちの生活の様子
や実際に子どもを養育している里親さんの
お話を聞くことができます。里親や子どもの
福祉に関心のある人など、
どなたでも参加で
きます。大勢の皆さんのご参加をお待ちして
います。
日時 9月26日(日)14:00〜16:00(受付
13:30〜)
場所 江南総合文化会館
（江南公民館）
内容 ①里親制度について②施設に入所中
の子どもたちについて③里親さんの子育て
体験談④質疑応答・意見交換など
申込＆問合 埼玉県熊谷児童相談所
☎048-521-4152(平日8:30〜18:15)

自衛官募集
●防衛医科大学校医学科学生
試験期日 10月23日(土) 2次試験あり
受付締切 10月13日(水)
応募資格 18歳以上21歳未満の高卒者
（見
込含む）
●防衛医科大学校看護学科学生
試験期日 10月16日(土) 2次試験あり
受付締切 10月6日(水)
応募資格 18歳以上21歳未満の高卒者
（見
込含む）
●自衛官候補生
（任期制自衛官）
受付期間 年間を通じて行っています。
応募資格 18歳以上33歳未満の男女
※受付期間・試験期日は、変更になる場合が
ありますので、詳細はお問い合わせください。
問合 自衛隊秩父地域事務所☎22-6157

熊谷高等技術専門校秩父分校
技能講習受講生募集
●Jw̲cad(建築系)発展
日時 11月6日(土)、
13日(土)9:00〜16:00
費用 受講料2,000円、
テキスト代3,520円
(税込)
●しっかり学ぶExcel2（グラフ･データベース）
日時 11月20日(土)、27日(土)9:00〜16:00
費用 受講料2,000円、
テキスト代2,200円
(税込)
申込＆問合 10月1日(金)〜10日
（日)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

戦没者遺児による慰霊友好親善
事業への参加募集のご案内

問合 埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

日本遺族会は、
「戦没者遺児による慰霊友
秩父保健所からのお知らせ
好親善事業」
の参加者を募集しています。
なお、
●動物愛護週間
付き添い希望者は相談が必要です。また、参
「動物の愛護及び管理に関する法律」
では、
加者の高齢化を考慮し看護師が同行します。
国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養に
費用 10万円
ついての理解と関心を深めるため、9月20日
参加資格 戦没者の遺児（令和2年度参加
（祝）
から26日
（日）
までを
「動物愛護週間」
と
者以外は複数応募可能）
定めています。
実施地域
（広域） ミャンマー･タイ、
フィリピ
●犬を飼ったら、
責任をもって終生飼養しま
ン等
しょう。万が一、飼うことができなくなった
実施地域（特定） 東部ニューギニア、西部
ら新しい飼い主を探すよう努めましょう。
ニューギニア等
●犬の首輪に鑑札と狂犬病の予防接種注射
問合 日本遺族会事務局☎03-3261-5521
済票を必ず付けましょう。飼い犬が迷子に
なったら、速やかに保健所・警察署へ問合
せをしましょう。
日本薬科大学
●犬の糞は放置せず持ち帰りましょう。
秩父健康市民大学講座
●犬の散歩をするときは、
犬にリードを付け、
日時＆内容 10月16日(土)脳の予備脳を
放さないようにしましょう。
高めて健やかな心と体、23日
（土）薬の副作
●結核予防週間
用と飲み合わせ、30日
（土）
スポーツ科学と
9月24日
（金）
から30日
（木）
は結核予防週
健康長寿の延伸、11月13日(土)薬草･薬木
間です。結核は、今でも全国で1日に約40人
を知って健康維持 全日10：00〜12：00
の新規患者が発生し、
約6人が命を落とす感
場所 秩父看護専門学校
染症です。
咳が長引くなどの風邪に似た症状
講師 日本薬科大学教授、
准教授
が2週間以上続く場合は、
医療機関を受診す
費用 3,000円
定員 40人
るようにしましょう。また、高齢者の患者割
締切 9月30日
（木）
必着
合が増えています。65歳以上の人は、町の結
申込＆問合 住所、
氏名、
電話番号を明記の
核検診などで毎年1回胸部レントゲン検査を
うえ、
はがき又はFAXでお送りください。
受けましょう。
日本薬科大学地域連携室
問合 秩父保健所☎22-3824
〒362-0806北足立郡伊奈町小室10281
☎048-721-6249 FAX048-721-7305

ハロウィンジャンボ宝くじ発売

案 内
埼玉県LGBTQ県民講座
「LGBTQ」
と呼ばれる性的マイノリティに
ついて、基礎知識やLGBTQ当事者のライフ
ヒストリーも交えながらわかりやすく説明し
ます。
日時 8月1日(日）
〜12月24日(金）
視聴方法 インターネット
（YouTube）
による
一般公開（https://youtu.be/eW1MR-T4-N4）
※事前申込不要・無料
講師 小川奈津己氏
問合 ヒューマンアカデミー株式会社
☎048-647-6240
埼玉県人権推進課☎048-830-2258

県北総合相談センター出張
法律相談会
日時・会場 9月14日(火)13:30〜16:30
寄居町中央公民館・集会室
9月15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
※10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

『ハロウィンジャンボ宝くじ』
と
『ハロウィン
ジャンボミニ』
が同時発売されます。
発売期間は、9月22日
（水）
から10月22日
(金)までです。
※この宝くじの収益金は、
市町村の明るいま
ちづくりや環境対策、
高齢化対策など地域住
民の福祉向上のために使われます。お求め
は埼玉県内の宝くじ売り場で。

全国一斉
「子どものための養育費相談会」
日時 9月25日(土)10:00〜16:00
相談番号 ☎0120-567-301（相談日のみ
通話可能）
※相談料は無料です。
秘密は厳守します。
問合 司法書士千田事務所
☎048-458-3629

公証週間期間中のイブニング相談
実施(平日17:00〜19:00)

広報 おがの

「法の日」司法書士無料法律相談会
日時 10月2日(土)13:00〜16:00
場所 矢尾百貨店2階ポケットパーク
内容 登記、相続、遺言、空き家問題、一般
法律問題、債務整理、成年後見など、
司法書
士が無料で相談に応じます。
（ 1組30分程
度・予約優先）
予約＆問合 埼玉司法書士会秩父支部関根
☎26-6327

秩父特別支援学校後期学校公開
日時 10月4日(月)9:35〜11:30(受付9:10〜)
場所 埼玉県立秩父特別支援学校
内容 学校概要説明、
各学部別説明
（ビデオ
視聴）
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

ちちぶ雇用活性化協議会
からのお知らせ
●職場見学バスツアー
日時 10月8日(金)12：30集合
訪問企業 宮 本 荘 グル ープ、アグリカル
チャーセンター
対象 秩父地域にお住まい又は地域内企業
に勤める概ね55歳以上の人
費用 無料
※参加者には傷害保険にご加入いただきま
す。
（協議会負担）
定員 10人
（先着順）
※詳細は個別にお知らせします。
持ち物 筆記用具、
マスク
●合同就職面接会
日時 10月21日(木)午前の部10:00〜
12:00 午後の部14：00〜16：00
場所 秩父宮記念市民会館・けやきフォー
ラム
対象 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）
費用 無料
※事前予約制のため、ハローワーク秩父へ
直接お申し込みください。
（ ☎22-3215）予
約受付日程は9月末を予定しています。
申込＆問合 このほかのセミナーはホーム
ページをご覧ください。
ちちぶ雇用活性化協議会☎26-7691

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

10月1日(金)から7日(木)は公証週間です。
不動産鑑定士が不動産の価格等の相談
秩父公証役場では、期間中の平日に時間
に応じます。
を延長してイブニング相談を行います。
日時 10月2日(土)10:00〜16:00
遺言、
離婚に伴う給付契約、
任意後見契約、 場所 八木橋百貨店1階正面入口
信託、会社設立時の定款作成など公証役場
問合 公益社団法人埼玉県不動産鑑定士
での業務について、
お気軽にご相談ください。 協会☎048-789-6000
相談は無料です。
なお、相談は予約制となりますので、
ご希
望の時間にそえない場合があります。
予約＆問合 秩父公証役場
秩父市野坂町1-20-31(西武秩父駅前MT
ビル１階)☎23-3788
広報 おがの
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