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和傘・風鈴ライトアップ（小鹿神社）　8/21

　小鹿野町観光協会青年部ちょこっともてなし隊
が小鹿野高校と協力し、小鹿神社のライトアップ
を行いました。当日はあいにくの天気で予定時間
より早い終了となりましたが、飾りつけられた風鈴と
和傘がライトアップされ幻想的な一時を演出して
いました。

11/1

9月1日現在　   【世帯数】4,616世帯
　　　　　　 　【総人口】10,976人【男性】5,447人【女性】5,529人
8月中の異動　 出生1人/死亡18人/転入10人/転出25人

2021（令和3年）NO.193 広報おがの／令和3年10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9月15日現在）
貯水位　315.85ｍ
貯水量　4,745,500㎥
貯水率　102.1％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）
各種証明書の発行及び収納のみ

洪水期：7月～9月
総貯水量：4,650,000㎥

https://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jphttps://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jp30

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、事業が中止となる場合があります。

▲開放
●バランスボール教室
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲開放
▲すくすく
　（離乳食相談）
■ステップ体操

▲開放
▲すくすく
　(手形足形アート)
■ステップ体操

▲ハロウィン
■ステップ体操
●3歳児健診

▲開放
▲すくすく
　（ふれあい遊び）
☆なかよしキッズ
●交流会
■ステップ体操

▲開放
▲子育て相談
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲お庭で遊ぼう
●長寿筋トレ教室
■体組成計測定日
■夜間開放

▲ミニミニ運動会
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
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［マーク別会場案内］色文字：子育て支援センター事業/▲子育て支援センター/●けんこう交流館（旧児童館）/◎保健福祉センター/■いきいき館/◆文化センター/★両神ふるさと総合会館/☆おがのこども園
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10生活カレンダー

小鹿野町

▲親子ふれあい遊び
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲発育測定•栄養相談
◆集団健診
■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
◆バンビちゃんの会

▲開放
●産後ケアプログラム講座
★郷土料理伝承ボランティア
■日中開放
■骨密度•高精度
　体組成計測定日

▲開放
●産後ケアプログラム講座
■日中開放

▲開放

▲開放
●バランスボール教室

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談
◆オレンジカフェ
　「笑顔」
◎認知症相談日

▲お庭で遊ぼう
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲年齢別講座
　よちよちてくてく
◆集団健診

★図書館休館日

◆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

◆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

★図書館休館日

★図書館休館日 ★図書館休館日 ★図書館休館日 ★図書館休館日 ★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

▲開放
■日中開放

▲開放
●子育てこころの相談
◎こころの悩み
　何でも相談
■日中開放

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談
■日中開放

▲手作り講座 ・
　手形足形アート
◆乳がん ・
　子宮頸がん検診
◎ひきこもり相談
◎認知症相談日

★図書館休館日

町県民税　　　　　第3期
国民健康保険税　　第4期
介護保険料　　　　第4期
納期は11月1日(月)です。

今月の納税今月の納税

寒露

統計の日

文化の日計量記念日
彩の国教育の日

国連デー

土用

読書週間

霜降

▲開放
▲すくすく
　（計測•発育相談）
■ステップ体操

▲開放
▲すくすく
　（計測•発育相談）
■ステップ体操

2
◆新型コロナ
　ワクチン予防接種

共同募金•
法の日10/1

月月

▲サーキット遊び
●乳児健診
■長寿筋トレ教室
■日中開放
◆バンビちゃんの会



投票箱

　町では、来年4月から新たに保育所(園)や認定こども園
に入所・入園を希望する児童を募集します。希望される人
は、申込書類を期間内に提出してください。また、継続の申
請も同様に受け付けます。
入所(園)基準●次のどちらかに該当する場合です。
■就学前の児童で家庭状況や就労等により保育の必要
性がある場合
■現在家庭保育をしている、来年度3歳児から5歳児(平
成28年4月2日生～平成31年4月1日生)の児童で認定
こども園（教育認定）の利用を希望する場合
募集期間●10月1日(金)～29日(金)
申込先●両神庁舎・住民生活課
申込書類●住民生活課及び町内の各保育所(園)で10月
1日(金)より配布します。(現在町外の施設に通っている
人には送付します。)
保育料●子どもの年齢・
世帯の町民税額・保育時
間によって算定されます。
入所(園)承諾●審査を行
い、入所(園)の可否を決
定し、1月末までに通知し
ます。認定こども園につい
ては、内定の連絡後、各園
と契約を行ってください。

その他
①他市町村の保育所(園)へ入所を希望する場合は、町内
の保育所(園)への申し込みに準じ、住民生活課に申込
書を提出してください。
②5月以降に入所(年度途中の入所)を希望する場合は、
入所希望日(各月1日)の前々月末日までに申込書を住
民生活課に提出してください。
③保育所(園)・認定こども園にはそれぞれに特色があり
ます。入所(園)についてのご質問等は住民生活課まで
お気軽にお問い合わせください。
問合せ●両神庁舎・住民生活課  子育て包括支援室
☎75-4101

令和４年度
保育所(園)＆認定こども園の入所(園)児童を募集します
令和４年度
保育所(園)＆認定こども園の入所(園)児童を募集します

町営住宅美屋団地
募集戸数●2戸(抽選)
物件構造●木造2階建3LDK 72.86㎡
所在地●小鹿野町小鹿野1278番地(やすらぎの丘公園
西約200ｍ）
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。

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

  立候補届出の受付
日時●10月5日（火）8：30～17：00
場所●小鹿野町役場両神庁舎3階・大会議室
  投票できる人
■平成15年10月11日までに生まれ、引き続き小鹿野町に
　住所を有している人
■転入者は、本年7月4日までに転入届を済ませ、引き続き
　小鹿野町に住所を有している人
  投票の方法
　投票日当日の7時から20時までに入場券に記載されて
いる投票所に、入場券を持参して投票してください。ただ
し、第9投票所から第21投票所は終了時間が早まりますの
でご注意ください。
  期日前投票
期間●10月6日（水）～9日（土）
時間●8：30～20：00
場所●小鹿野期日前投票所（小鹿野総合センター）
※旧町民体育館隣
その他●入場券は、期日前投票に間に合うように発送しま
すが、届いていなくても投票は可能です。
  滞在地等での不在者投票
　小鹿野町の選挙人名簿に登録されている人で、選挙の
期間中、遠隔地に滞在していて、小鹿野町で投票をするこ
とができない場合には、滞在先の市区町村選挙管理委員
会で不在者投票をすることができます。
■投票の手順
①小鹿野町選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
②投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証
明書が送られてきます。
③送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の市区町村
選挙管理委員会へ行きます。
④滞在先の市区町村選挙管理委員会の立会のもとで投票
を行います。

※投票期間は、10月6日から9日の間で、滞在先の市区町
村選挙管理委員会の執務時間内に投票することができま
す。選挙期間中でない市区町村の選挙管理委員会は、土曜
日は閉庁日のため投票できません。
  入院中の病院や老人ホームでの不在者投票
　不在者投票ができる指定施設として指定されている病
院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設
で不在者投票ができます。
　希望される人は、施設の担当者にお申し出ください。
  郵便投票
■郵便投票ができる人
①身体障害者手帳の交付を受けていて、手帳に両下肢、体
幹、移動機能の障害の程度が1級もしくは2級、心臓、腎
臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害の程度が1級もしく
は3級、免疫、肝臓の障害の程度が１級から３級と記載
されている人

施設名 対象児童 保育の
必要性 募集人員 開所時間

町立おがの保育所
☎75-0342
社会福祉法人
小鹿野ひまわり保育園
☎75-3354

町立おがのこども園
☎75-3292

0歳児(8か月)
～2歳児

0歳児(45日)
～5歳児

3歳児～5歳児

若干名

若干名

若干名

月～土7:30～18:30
(12/29～1/3は休み)

7:00～19:00
(1月1日以外全日開園)

月～土7:30～18:30
(12/29～1/3は休み)
月～金8:40～14:00
(春・夏・冬に長期休業あり)

あり

あり

あり

なし

　任期満了に伴う小鹿野町長選挙及び小鹿野町議会議員
一般選挙は、10月5日(火)告示、10月10日(日)投票日です。

第1投票所
第2投票所
第3投票所
第4投票所
第5投票所
第6投票所
第7投票所
第8投票所
第9投票所
第10投票所
第11投票所
第12投票所
第13投票所
第14投票所
第15投票所
第16投票所
第17投票所
第18投票所
第19投票所
第20投票所
第21投票所

小鹿野総合センター
原町文化会館
伊豆沢集会所
信濃石会館
長若生活改善センター
長留観光農林漁業経営管理所
滝原団地集会所
役場旧三田川出張所
三ケ原集会所
三田川第11区集会所
日尾集会所
長久保集会所
八谷集会所
上郷生活改善センター
両神下薄農民センター
両神農林センター
両神上薄生活改善センター
旧両神小学校出原分教場
両神小森館
両神第12区集会所
両神僻地保健福祉館

7：00～18：00
7：00～17：00
7：00～19：00
7：00～18：00
7：00～17：00

7：00～20：00

7：00～19：00

投票所 場所 時間

②戦傷病者手帳の交付を受けていて、手帳に両下肢、体幹
の障害の程度が特別項症から第2項症、心臓、腎臓、呼
吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症
から第3項症と記載されている人
③介護保険法による要介護認定で、要介護5と認定されて
いる人
■郵便投票を希望する人へ
　郵便投票を希望する人は、郵便投票証明書が必要とな
りますので、告示前に証明書の交付申請を行ってくださ
い。また、すでに郵便投票証明書を持っている人には、投票
用紙の交付請求について通知しますので、お早めに手続き
をしてください。
■郵便投票における代理記載制度
　郵便投票ができる人で、次のどちらかに該当する人は、
あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た人に代理記載させ
ることができます。
①身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳
に上肢又は視覚の障害の程度が１級であると記載され
ている人
②戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に
上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症と
記載されている人
  開票
　開票は即日開票で、投票日の21時から小鹿野中学校第
一体育館（旧町民体育館）で行います。
問合せ●小鹿野町選挙管理委員会（小鹿野町役場総務課
内）☎75-1221

■■
■■

■■小鹿野町長選挙及び
小鹿野町議会議員一般選挙
　　　　　　　　　　　が行われます

小鹿野町長選挙及び
小鹿野町議会議員一般選挙
　　　　　　　　　　　が行われます

募集期間●10月8日(金)～22日(金)
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204
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令和２年度決算令和２年度決算

　歳入は、町税と地方交付税が歳入全体の45％を占めてお
り、町の主要な財源となっています。
　前年度と比較すると、町税が、個人町民税所得割の減収や
法人町民税の税率改定による減収、固定資産税における償
却資産分の減収などにより4,457万4千円減少となり、使用
料及び手数料や諸収入では、新型コロナウイルス感染症の
影響により、観光客などが減少したため、町営バス収入をは
じめとした町有施設の使用料等収入が3,159万6千円の減
少となりました。一方、国庫支出金では、特別定額給付金給
付事業や新型コロナウイルス感染症対策事業への補助金を
受け入れたことにより19億6,311万6千円の増加、町債で
は、防災行政無線デジタル化更新事業や災害復旧事業、水道
事業への出資債が増加したことにより5,987万3千円の増加
となりました。そのほか、財政調整基金や施設整備基金、土
地取得基金などの基金繰入金が増加したことなどにより、歳
入全体では22億2,933万5千円の増加となりました。

歳入総額  9,534,993千円
歳出総額  8,790,642千円

　令和2年度一般会計決算の状況は、歳入総額95億3,499万3千円、歳出
総額87億9,064万2千円で、差引7億4,435万1千円となり、このうち翌年
度に繰り越すべき財源7,752万7千円を差し引いた実質収支は6億6,682
万4千円の黒字決算となりましたが、その主な要因につきましては、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、多くの事業で延期や中止、規模縮小な
どをしたことによるものです。

歳入

　歳出は、義務的経費といわれる人件費、扶助費、公債費が
全体の34％を占めており、前年度比較では2億8,589万9千
円の増額となりました。人件費が会計年度任用職員制度施
行などの影響により2億1,271万4千円増加したほか、公債
費では、これまでの教育施設整備などに借り入れた合併特
例債の償還が順次始まっていることから6,416万3千円増額
となっています。
　物件費では、GIGAスクール構想実現事業などで備品購入
費や委託料などが1億2,754万1千円増加した一方、会計年
度任用職員制度へ移行したことに伴い、賃金が2億5,168万
9千円減少したことなどにより、物件費全体では1億76万円
の減少となっています。
　補助費においては、特別定額給付金給付事業や新型コロ
ナウイルス感染症対策事業などにより、14億8,184万9千円
の増加となりました。
　普通建設事業費では、防災行政無線デジタル化更新事業
をはじめ、国庫支出金を財源に、ＧＩＧＡスクール構想実現
事業において学習環境整備事業などを実施しましたが、令和
元年度より国庫補助事業など全体的に事業費が減少したこ
とにより、8,359万円の減少となりました。
　その他では、令和元年の台風第19号により被災した町道
等復旧事業を令和２年度で実施したため、災害復旧事業費
が3億3,377万2千円の増加となりました。

歳出

依存財源
(74％)

自主
財源
(26％)

町税
1,238,423千円
(13%)

繰越金
488,384千円
（5%）

諸収入等
702,689千円
（8%）

地方交付税
3,078,074千円
(32%)

国庫支出金
2,413,202千円
(25%)

国庫支出金
2,413,202千円
(25%)

県支出金
371,273千円
(4%)

町債
872,280千円
(9%)

交付金・その他
370,668千円（4%）

※（　）は構成比です。

款別
経費

性質別
経費

　令和２年度の主な決算の内容は以上のとおりとなりました。
　人口減少による町税の減少や交付税が減少していく中で、大
変厳しい財政運営となりますが、今後も住民福祉の向上に努
めるとともに、健全な財政運営に取り組んでまいります。

総務費
875,063千円
（10%）

民生費
3,057,459千円
（35%）

衛生費
1,050,415千円
（12%）

人件費
1,393,218千円
（16%）

扶助費
674,411千円（8%）

公債費
844,248千円
（10%）

物件費
1,255,514千円
（14%）

補助費等
2,655,814千円
（30%）

補助費等
2,655,814千円
（30%）

普通建設事業費
645,919千円
（7%）

普通建設事業費
645,919千円
（7%）

その他
1,321,518千円
（15%）

農林水産業費
246,530千円（3%）

商工費
526,678千円
（6%）

土木費
250,811千円
（3%）

消防費
580,652千円
（6%）

教育費
818,083千円
（9%）

災害復旧費
408,561千円
（4%）

公債費
844,248千円
（10%）

諸支出金
56,086千円（1%）

議会費
76,056千円（1%）

　町の預金となっている基金の
総額は、各基金の運用利子の積
立てを行った一方、財源不足や衛
生センターの施設改修費、土地取
得に係る経費に対して基金の取
り崩しを行ったため、令和元年度
より2億2,716万5千円減の30億
7,882万3千円となりました。ま
た、借入金の残高は、過疎対策事
業債や緊急防災・減災事業債、災
害復旧事業債などの増加により、
5,980万9千円増の79億6,561万
9千円となりました。

基金残高と起債残高の推移

　令和2年度の決算に基づく、財政健全化に関する指標
は次のとおりとなりました。
　実質公債費比率は微増、将来負担比率は債務負担行為

財政健全化比率

特別会計・公営企業会計

0
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30.8

2.5
7.8

11.2 11.1
11.3

8.0 8.0 8.7 8.7 8.8
8.8

13.4 13.5 13.5 13.2 10.7

町
債
残
高（
億
円
）

基
金
残
高（
億
円
）

H27 H28 H29 H30 R1 R2
財政調整基金 減債基金 その他 町債残高

健全化判断比率 実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

平成30年度
令和元年度
令和2年度
国の早期健全化基準

―
―
―
15.0

―
―
―
20.0

8.0
8.2
8.3
25.0

30.3
29.7
43.5
350.0

公営企業
資金不足比率

病院事業
会計

国民宿舎
事業会計

浄化槽
特別会計

平成30年度
令和元年度
令和2年度

―
―
―

―
―
―

―
―
―

●実質赤字比率
一般会計等の赤字の程度を指標化したもの。
●連結実質赤字比率
町全体の会計の赤字の程度を指標化したもの。
●実質公債費比率
標準財政規模に対する借入金等の割合。18％を
超えると起債の許可が必要になる。
●将来負担比率
町全体の借入金や将来支払う負担等の標準財政
規模に対する割合。
●公営企業資金不足比率
公営企業の資金不足を料金収入と比較して指標
化し経営状況の深刻度を示す。

額の増加などの影響により、13.8％増となりましたが、い
ずれの指標も国の基準以下となっており、健全な財政運
営となっています。

※「―」は、赤字や資金不足がないことを示します。　※数値は低いほうが健全となります。

特別会計

公営企業会計

会計区分 収入済額 支出済額 収支
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
　　　　　　　　　　保険事業勘定
　　　　　　　　　　サービス事業勘定
浄化槽設置管理等特別会計

介護保険特別会計

13億8,127万3千円
2億7,684万8千円
15億712万6千円
2億2,296万7千円
1億2,506万3千円

13億285万4千円
2億7,460万2千円
14億2,835万5千円
2億546万5千円
1億2,252万7千円

7,841万9千円
224万6千円
7,877万1千円
1,750万2千円
253万6千円

会計区分 収入済額 支出済額 当年度純利益（△損失）
収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支

病院事業会計
   
国民宿舎事業会計

14億2,020万7千円
1億3,872万8千円
1億8,796万5千円

958万2千円

13億6,685万3千円
1億8,205万1千円
1億9,184万1千円

958万2千円

7,009万円
   

△96万7千円
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小鹿野町国土強靭化地域計画（案）に対するご意見を募集します小鹿野町国土強靭化地域計画（案）に対するご意見を募集します

小鹿野町公共施設等総合管理計画改定案に対するご意見を募集します小鹿野町公共施設等総合管理計画改定案に対するご意見を募集します

小鹿野町子どもの遊び場～プレーパークで遊ぼう～小鹿野町子どもの遊び場～プレーパークで遊ぼう～
日時・内容●10月17日（日）【段ボール建築】
11月7日（日）【木と触れあう】
10：00～14：00　※小雨実施　参加時間は自由です。
場所●みどりの村・村の広場
参加の際の注意事項
■新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、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。
■飲み物をお持ちください。
■昼食を食べる場合は昼食をお持ちください。
※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。開催状況についてはお問い合わせください。
問合せ●両神庁舎・住民生活課  子育て包括支援室
☎75-4101

手話通訳者・要約筆記者を派遣します手話通訳者・要約筆記者を派遣します
　町では、聴覚及び音声言語機能に障害のある人の社会
生活でのコミュニケーションを円滑にするため、手話通訳
者又は要約筆記者を派遣しています。
対象●手話通訳者又は要約筆記者の派遣を必要とする
聴覚及び音声言語機能に障害のある人
費用●無料
申込＆問合せ
■町が主催するイベント、講演会、会議等で派遣を希望さ
　れる場合
　手話通訳者等派遣申請書を保健福祉センター・福祉課
へ提出（FAX可）してください。なお、申請書は福祉課に用
意してあります。また町ホームページからもダウンロード
できます。

■通院や授業参観、各種手続き等の個人の用件で派遣を
　希望される場合
　埼玉聴覚障害者情報センターへ直接連絡のうえ、予約
をしてください。
※町への申請又は埼玉聴覚障害者情報センターへの予
約は、派遣希望日の14日前(土・日・祝日を除く)までにお
願いします。
　手話通訳者等の派遣調整のため、申請又は予約はでき
る限り早めにお願いします。なお、政治や宗教活動、企業
等の営利活動には派遣できません。
保健福祉センター・福祉課☎75-4109　FAX75-4710
埼玉聴覚障害者情報センター☎048-814-3353　
FAX048-814-3354

犬・猫の飼い主のみなさんへ犬・猫の飼い主のみなさんへ
　ペットを飼うことは素晴らしいことですが、その喜びと
同時に飼い主としての責任が発生します。
　飼い主は、ペットの命に対する責任、社会に対する責任
を自覚し、周囲に迷惑や危害を与えないよう最低限のマ
ナーを身につけましょう。
●犬のふんは持ち帰りましょう
　犬に関する苦情の中で一番多いのが、ふんの後始末に
ついてです。
　散歩中にふんをしてしまった場合は、そのまま放置せず
必ず持ち帰りましょう。
　また、散歩中の排せつは、他人の私有地や公共の場所
を汚してしまうことにつながります。犬の排せつと散歩は
区別し、排せつは自宅で行うようにしつけましょう。散歩
中にふんや尿をしてしまった場合は、臭いなどで近隣の人
に迷惑とならないようふんを片付けた後に、排せつした場
所を水や消毒液で洗い流すことなども行いましょう。
●犬はつないで、猫は室内で飼いましょう
　私たちの周りは、犬や猫が好きな人ばかりではありませ
ん。放し飼いにより交通事故に遭う危険性も高く、病気に

感染する原因にもなります。飼い主の気が付かない間に、
他人に迷惑をかけることがありますので、猫は屋内で、犬
は必ずつないで飼いましょう。
　また、散歩の際も必ず引き綱をつけましょう。
●不幸な犬・猫をつくらないようにしましょう
　犬や猫も大切な命です。飼えない等の理由で捨てない
でください。誰かが拾って育ててくれるということは、ほと
んどありません。
　また、野良猫に餌付けをすることで、近隣住民へ迷惑を
かけたり、更に繁殖することで問題が大きくなります。餌
付けをする以上、避妊手術等の繁殖制限や終生飼養など
の責任を伴います。
●犬・猫についての相談は
　町では、犬･猫の引き取りをしていません。犬の相談は
秩父保健所へ、猫などの相談は動物指導センターへご連
絡ください。
問合せ●埼玉県秩父保健所☎22-3824
　　　　埼玉県動物指導センター☎048-536-2465
　　　　両神庁舎・住民生活課☎75-4170

　町では、平成28年度に策定した小鹿野町公共施設等総
合管理計画の改定を進めています。計画をよりよいものに
するために、町民の皆さんからのご意見を募集します。
意見の募集期間●10月11日（月）～11月9日(火)
改定概要●小鹿野町公共施設等総合管理計画の下位計
画で、令和2年度に策定した小鹿野町公共施設等個別施
設計画を踏まえた総合管理計画の改定
提出方法●所定の意見記入用紙に氏名・住所・意見を記
入し、郵送･持参･FAX・メールでご提出ください。なお、
メールを送信する際の件名は「小鹿野町公共施設等総合
管理計画改定案に対する意見」としてください。
※ご意見は、日本語に限ります。
※電話など口頭によるご意見の受け付けは行いません。
計画改定案の公表方法
■町ホームページへの掲載
トップ画面＞町政情報＞広聴・広報・統計＞パブリックコ

メントの募集・結果
■両神庁舎町政情報コーナー、小鹿野文化センター、町
立図書館(両神ふるさと総合会館)、保健福祉センター
窓口での閲覧

その他
■ご意見に対する個別の回答は行いません。
■いただいたご意見は、計画改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
より公表します。
■公表内容からは、個人情報を除きます。
■ご意見等をまとめるため、必要に応じて抜粋や要約を
行うことがあります。
応募＆問合せ●両神庁舎・総務課
〒368-0201小鹿野町両神薄2906番地
☎75-1221　FAX75-2819
メール　somu@town.ogano.lg.jp

小鹿野町教育審議会の委員を募集します小鹿野町教育審議会の委員を募集します
　現在、急速な少子化の進展により、小鹿野町の子どもの
出生数が減少し、町内の小学校の小規模化が急激に進ん
でいます。
　町（教育委員会）では、小学校の望ましい教育環境を整
備するために「小学校の再編整備方針」について検討する
「小鹿野町教育審議会」を設置します。より広い視野から
ご意見をいただくため、町民の皆さんから審議会の委員
を募集します。
募集期間●10月1日(金)～20日(水)
募集人数●2人以内　　任期●委嘱の日から2年
選考方法●書類選考により行い、選考結果を後日通知し
ます。

応募資格●以下の全てに該当する人
①小鹿野町に在住する20歳以上の人
②小鹿野町の他の審議会等の委員でない人
③小鹿野町の議会議員及び職員でない人
申込＆問合せ●指定の応募用紙に必要事項を記入し、郵
送又は両神ふるさと総合会館・学校教育課へご持参くだ
さい。なお、応募用紙は両神ふるさと総合会館・学校教育
課で配布しています。また町ホームページからもダウン
ロードできます。
両神ふるさと総合会館・学校教育課
〒368-0201小鹿野町両神薄2713番地1　
☎79-1201

　町では、災害に強く、安心して暮らすことのできるまちづ
くりを目指し、小鹿野町国土強靭化地域計画の策定を進
めています。計画をよりよいものにするために、町民の皆
さんからのご意見を募集します。
意見の募集期間●10月11日（月）～11月9日(火)
策定概要●強くしなやかな国民生活の実現を図るための
防災・減災等に資する国土強靭化基本法第13条の規定に
基づく国土強靭化地域計画の策定
提出方法●所定の意見記入用紙に氏名・住所・意見を記
入し、郵送･持参･FAX・メールでご提出ください。なお、
メールを送信する際の件名は「小鹿野町国土強靭化地域
計画（案）に対する意見」としてください。
※ご意見は、日本語に限ります。
※電話など口頭によるご意見の受け付けは行いません。
計画案の公表方法
■町ホームページへの掲載
トップ画面＞町政情報＞広聴・広報・統計＞パブリックコ

メントの募集・結果
■両神庁舎町政情報コーナー、小鹿野文化センター、町
立図書館(両神ふるさと総合会館)、保健福祉センター
窓口での閲覧

その他
■ご意見に対する個別の回答は行いません。
■いただいたご意見は、計画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
より公表します。
■公表内容からは、個人情報を除きます。
■ご意見等をまとめるため、必要に応じて抜粋や要約を
行うことがあります。
応募＆問合せ●両神庁舎・総務課
〒368-0201小鹿野町両神薄2906番地
☎75-1221　FAX75-2819
メール　somu@town.ogano.lg.jp
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秩父荘へ入所を希望される人へ秩父荘へ入所を希望される人へ

在宅で生活している高齢者等の皆さんへ在宅で生活している高齢者等の皆さんへ

「第45回両神ふるさとまつり」中止のお知らせ「第45回両神ふるさとまつり」中止のお知らせ
　11月3日(祝）に開催を計画していました第45回両神ふるさとまつりは、新型コロナウイル
ス感染症感染拡大防止及び、出演者・来場者の健康と安全確保を考慮して、中止とします。
楽しみにされていた皆さんには申し訳ありませんがご理解のほどよろしくお願いします。
問合せ●両神ふるさとまつり実行委員会事務局(両神庁舎・おもてなし課)☎79-1100

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を作ってみませんか？
　町では、マイナンバーカードを作りたい人への申請支援
を行っています。両神庁舎・住民生活課までお気軽にお越
しください。なお、申請にあたっては下記の書類をお持ち
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
②二次元コード付き申請書（ない場合は、窓口にて発行し
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
します。申請後、約1カ月で交付できます。

マイナンバーカード（申請・交付・更新等）
受付時間●平日8：30～17：15
場所●両神庁舎・住民生活課窓口
※10月30日（土）9：00～17：00に臨時窓口を開設します。
平日来庁が難しい人などは、ぜひご利用ください。
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、印鑑登録証明書がコ
　ンビニエンスストアで取得できます。
　6：30から23：00の時間で土･日･祝日も対応
※年末年始等は休止する場合があります。
■健康保険証として利用できます。
■税の申告(e-Tax)など、自宅で申請できます。
問合せ●両神庁舎・住民生活課☎75-1418

ご存知ですか「行政相談週間」10月18日(月)～24日(日)ご存知ですか「行政相談週間」10月18日(月)～24日(日)
　この週間は、行政相談制度を広く広報し、国民の皆さん
にこの制度を利用していただくため、関係行事を全国的に
実施しています。
　町でも、総務大臣から委嘱された行政相談委員が行政
相談所を開設して、皆さんからの相談をお待ちしていま
す。
　役所の仕事などについて「わからない」「説明に納得で
きない」「処理が間違っているのでないか」などの苦情や
要望を受け付けています。

日時●10月18日(月)13：00～15：00
場所●小鹿野文化センター
相談内容●福祉、道路、医療、保険、年金、税金など
※毎月第3月曜日(休日の場合は、翌平日に実施)
※開催日時や場所が変わることがありますので「広報おが
の」定期無料相談のページ(今月号は23ページ)をご確認
いただくか、お問い合わせください。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1223

　一人暮らしの高齢者や重度の障害者に対し、自宅に専
用の機械を設置（電話回線が必要）し、急病、事故等で緊
急に救助が必要になった時に、機器のボタンを押すだけ
で秩父消防本部へ通報ができます。
対象●次のどちらかに該当する人
①身体上慢性的な疾患等により、日常生活を営むうえで
常時注意を要する人であって、同一敷地内又は同一建
物内に通報できる親族が居住していない人
②一人暮らしに不安を抱える高齢者（昼間又は夜間のみ
一人になる人を含む。）
利用料金
①に該当する人●機器等の設置に要する費用は町の負担
とし、使用に係る基本料金、通話料金その他機器等に係る
電気料金は機器等の利用者の負担となります。
②に該当する人●緊急通報システムに係るすべての費用
が利用者の負担となります。

　在宅で生活している常時おむつを必要とする人に対し、
紙おむつ及び紙おむつ用補助パッドを給付します。
対象●町内に住所を有する65歳以上の在宅で生活され
ている市町村民税が課されていない人で、常に紙おむつ
等を必要とし、次のいずれかに該当する町税等に滞納が
ない人
①介護保険法に規定する要介護状態区分4・5に該当する
人
②要介護状態区分が①に該当しない人は、認定調査票の
「排尿」又は「排便」の項目において「全介助」「一部介
助」又は「見守り等」に該当する人
③要介護認定を受けていない人等は、認定調査と同様の
方法により必要性が確認された人（福祉課で調査しま
す。）
給付方法●4、7、10、1月に自宅等へ直接お届けします。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

　小鹿野町営養護老人ホーム秩父荘へは、措置入所と契
約入所により入所できます。
措置入所
　環境上の理由や経済的理由により、在宅での生活が困
難な65歳以上の高齢者を町が措置して入所となります。
（例：家族又は家族以外の同居者との同居の継続が高齢
者の心身を著しく害する場合、住居がない、又は住居が
あってもそれが狭あいである、環境が劣悪な場合など）
■入所費用
①被措置者（入所されたご本人の入所費用）
　前年の収入（年金等）から租税、社会保険料、医療費等
の必要経費を控除した後の額により決まります。（月額0
円～140,000円）
②扶養義務者（入所された人の扶養義務者の費用）
　市町村県民税の課税の有無や所得税の額により決まり
ます。（月額0円～191,200円）

契約入所
　措置入所に該当しない人（住宅確保要配慮者に対する
賃貸住宅の供給の促進に関する法律に該当する人）を対
象とした入所で、町と契約して入所となります。（例：所得
金額が月額158，000円を超えない人、災害により住居が
滅失又は損傷を受けた人、高齢者、障害者など）
■入所費用
　月額106，500円（食費込み30日利用の場合、医療費等
は別途必要）
※１日当たりの利用料2，000円、食費1，500円
問合せ●保健福祉センター・福祉課　☎75-4109
　　　　養護老人ホーム秩父荘　　  ☎75-0201
申込●保健福祉センター・福祉課　　☎75-4109

このほか、総務省関東管区行政評価局でもご相談を受け付けています。
■行政苦情110番
☎0570-090110　FAX048-600-2336
https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html

緊急通報システム事業 介護保険紙おむつ給付事業
　町では、在宅で暮らしている高齢者等の皆さんが、安心・安全に過ごせるよう各種サービスが利用できます。

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

8
広報 おがの　10月号 広報 おがの　10月号

9



　私は、平成29年（2017年）10月30
日から小鹿野町長に就任し、来る10月
29日で4年間の任期が満了となります。
　この4年間を振り返ってみますと「光
陰矢のごとし」と申しますが、あっという
間に過ぎてしまったように感じます。そ

して、私が町の将来像として描いた「文化の香り高く、
小さくともいきいきとした小鹿野町の創生」の実現のた
めに町民の皆様のご協力をいただき、一歩一歩着実に
町政の舵取りに取り組んでまいりました。
　私の政治信条に掲げる町民ファーストの町政推進
や町民との対話を重視した、開かれた公平・公正な町
政を推進するため、各地区での町政懇談会の開催を
はじめ政策審議会の開催など町民から多くの声を聴き、
それを施策に結びつけて行く政治スタイルをとってきま
した。
　そうした町民の声を聴く中で、子育て支援には特に
力を入れてまいりました。安心して産み育てられる子育
て支援として住民生活課内に子育て包括支援室「ほっ
とママステーション」を設置し、ワンストップで対応でき
る体制を整備いたしました。また、少子化の中で幼児の
保育教育を充実するため、埼玉県下の公立では初め
てとなる幼稚園と保育所の両方の機能を合わせ持つ
幼保連携型の「おがのこども園」の開設をはじめ、子育
て支援金では第三子以降を増額し50万円を支給（分
割）させていただきました。更に、高等学校に通う生徒
の支援としてバス鉄道通学定期券購入費の一部補助
を新設いたしました。
　教育環境の整備では、小・中学生全員へタブレット端
末を配備し、高速大容量の通信ネットワークを一体的

に整備する「GIGAスクール構想」を推進しています。
　防災体制の整備では、防災行政無線のデジタル化
を推進し、各家庭へ戸別受信機を配備いたしました。
　空き公共施設の利活用推進では、旧埼玉県山西省
友好記念館をクライミング施設に再生し、山岳・クライミ
ングによる町おこし事業を推進するとともに、旧バイク
の森、旧西秩父農林産物直売所、鳳鳴館を民間事業
者に貸し出し再利用をしていただき地域活性化を図っ
ています。
　小鹿野町役場小鹿野庁舎は耐震性や老朽化等の
課題を有していたことから、町の防災拠点となる小鹿
野町役場新庁舎の建設事業に着手いたしました。建設
に当たっては町有林を活用した木造で、高気密・高断
熱の建築として環境性能に優れた建物で、町民が気軽
に訪れることができる町民に開かれた役場庁舎にして
まいります。
　地域経済の推進母体となる「株式会社地域商社お
がの」を立ち上げ、国民宿舎両神荘などの町の観光施
設の経営や、地域資源・産品のマーケティング・ブラン
ド化、6次産品開発などに取り組み、町の「稼ぐ力」を高
めるものとします。
　以上申し上げましたような多くの施策を展開してまい
りましたが、この約1年半は新型コロナウイルス感染症
の蔓延により、コロナ対策に重点が置かれてまいりまし
た。コロナ禍の中、町民の「命と暮らしを守る」ことが、
小鹿野町にとっては最も大きな命題となります。
　結びに、この4年間の町政推進に格別のご支援ご協
力を賜りましたことに深甚なる感謝を申し上げます。

小鹿野町長　森 真太郎

1期4年間を振り返ってこんにちは。
町長です。

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8月25日開札分

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間
小鹿野文化センター舞台機構設備
改修工事
町道85号線舗装工事
町道436号線道路改良工事
農道三島線コンクリート舗装工事

除細動器（ペーシング機能付）購入事業

小鹿野町浄化槽事業地方公営企業法
適用業務委託

上柏沢橋補修実施設計業務委託

地籍図根三角点設置区域立木調査業務委託
第5支団第2分団詰所新築用地境界
測量業務委託

小鹿野地内

小鹿野地内
日尾地内
下小鹿野地内
国民健康保険町立
小鹿野中央病院
住民生活課
（小鹿野町衛生センター）

両神薄地内

下小鹿野・般若地内

両神薄地内

18,480,000円

3,843,400円
2,951,300円
2,464,000円

1,532,300円

21,890,000円

4,620,000円

1,705,000円

935,000円

三精テクノロジーズ株式会社
東京支店
有限会社黒沢造園関東重機
株式会社田嶋造園土木
有限会社ミヤテック
日本メガケア株式会社
川越支店
株式会社ぎょうせい
関東支社
サンコーコンサルタント
株式会社 北関東支店
桂測量設計株式会社

株式会社千島測量設計

～令和4年2月28日

～令和3年12月15日
～令和3年12月15日
～令和3年12月15日

～令和3年9月30日

～令和6年3月31日

～令和3年12月24日

～令和3年11月30日

～令和3年10月29日

■神怡舘利用料金の変更について（お知らせ）
　小鹿野町クライミングパーク神怡舘の10月1日
（金）からの利用料金は右記のとおりです。（利用料
金の一部を減額しています。）また、会員登録をして
いただくと、お得な回数券･月利用券の購入が可能
となります。詳細は公式ホームページをご覧くださ
い。皆さんのご来館をお待ちしています。
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

神怡舘ホームページ

～クライミングによるまちおこし～ VOL.26

通
常
利
用
料
金（
1
日
）

会員登録料（希望者）
60歳以上
一般（60歳未満）
大学･専修学校生
中高生
小学生
　　　　　　  一般
　　　　　　  高校生以下
レンタルシューズ

小鹿野町民 町民等以外
1,000円 1,000円

平日夜間
（午後６～９時）

800円▶600円
1,200円▶1,000円
800円▶600円

500円
300円
500円
300円
300円

1,200円▶1,000円
1,800円▶1,500円
800円▶600円

500円
300円
500円
300円
300円

活動紹介
活動紹介 倉尾地区

集落支援員 　7月に実施した町の倉尾地区説明会において、淺香支援員にも参加
いただき、活動の説明を行いました。また、今回は淺香さんの健康長寿
の地域づくりのきっかけと地域への思いをご紹介します。

　助　け合い支え合う地域で、楽しく健康で生きていく
ため何かできることはないか？
　私は2013年に民生委員に任命されました。地域の
高齢者宅を訪問し、孤立や住民間の交流の希薄さ等
様々な問題に接し、今まで気付かなかった地域の現
実が見えてきました。
　例えば、高齢という人生の冬を迎えるための備え、
健康で自立した生活をするための知識や情報、急病
等万一の時どうするか、近所同士の助け合い等限界
集落だからこそ地域が結束し、支え合い助け合うこと
の必要性を痛感しました。
　何よりこうした地域や個人の危機を住民が認識す
る機会もなく、話し合いも対策もないまま成り行き任
せで衰弱していく状況を何とかしなければと思いまし
た。
　限界集落の大きな流れは変えることはできません
が、住民が集い地域の現状や課題を話し合い考える
機会があれば住民の意識が変わり、助け合い支え合
える健康で楽しい地域にしていくことができる、こん
な思いから上郷健交サロンがスタートしました。

　今　年6年目を迎えました。
上郷の健康長寿の地域づくり
　今年の4月7日(水)には桜の下でお花見とペタンク
を行いました。参加者25人でした。毎週水曜日が活動
日となっており、特にペタンクは歓声や拍手も湧き時
間を忘れるほど楽しんでいます。活動日以外もグルー
プで歩く人も多く、コロナ禍においても体力を保って
いるようです。4月28日(水)のこじか筋力体操実施後
に、NHKで放送された「秩父山中花のあとさき　むつ
ばあさんの歳月」のビデオを鑑賞し、次のサロンで話
し合いをしました。その結果地域で花木を植え、花咲
く美しいふるさとづくりを目指すことになり、5月30日
(日)に総会を開催し「上郷花の会」を設立しました。当
地区では以前から道路の草刈りや落ち葉掃きをしてく
れる人がいていつもきれいになっていますが、早速道
端に花を植え始めた人もいます。花を通し地域全体に
奉仕の気持ちと結束が強まればと思います。
　倉尾地区の皆さんには、集落支援員だよりを配布し
ていますのでご覧いただき、気軽にお声がけください。
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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
　　　　クライミングパーク神怡舘☎26-7805

　先月から継続しているデジタル
DIYワークショップの題材は、みど
りの村農業資料館に設置予定の
木育キッズスペースです。参加者
の皆さんの目線の先には設置予定
スペースがあります。農業資料館
にて空間イメージの大まかな合意
形成まで行い若者センターへ移
動、VUILD（株）（VUILD（株）は、
デジタル加工のクラウドサービス
開発企業です。）にお手伝いいただき、参加者の皆さんからいただいたアイデアをリアル
タイムモデリングで形にしていきました。現在は私のほうで材料等の兼ね合いも考慮しつ
つ完成形を目指した3Dモデルの作成と1/10サイズの模型作成を進めています。(御田)

　ジン造りに使うハーブの調達を
しております。小鹿野や秩父の諸先
輩方に色々と教えていただき、少し
ずつですが植物の調査も進んでき
ました。引き続き精進してまいりま
す。(髙山)

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 ･ 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  　　　 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！ ➡

　自然栽培で育った野菜。少しずつ
ですがマルシェなどで販売を開始さ
せていただいています。(掛川)

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.52VOL.52

　「ヒルナンデス！」や「昼めし旅」などの移住者
特集で出演し、醸造所や特産品、ダリア園も全
国放送されました。ご協力いただいた皆様、誠に
ありがとうございます。引き続き、メディア対応
を頑張ります。（工藤）

　両神公民館とのコラボイベントで、親子での焚き
火教室の講師をさせていただきました。
　コロナ感染対策を取りつつ、ご家庭で不要となっ
たタオルや使用済み植物油を使ったエコな着火剤
の作り方の説明や火付けの方法などを体験して最
後は焼きマシュマロを食べて、皆さんと楽しい時間
を過ごさせていただきました。
　今後は屋外アウトドア体験などを協力隊イベント
として企画をしていく予定です。(佐々木)

　8月下旬から9月中は、10月から半年間のプログラムと
して始まる『おがの発　大人の学校』の宣伝・募集活動を
中心に行いました！9月3日には、町の定例記者会見でも
PRをさせていただきました。《入学式はいよいよ、10月17
日に迫っています。①の詳細については、二次元コード
（「おがの発大人の学校」Facebookページ）からご覧に
なってみてください！また、申し込みについては、②の二
次元コードを読み取っていただくか、080-4506-0157（宇
佐川）、もしくは75-1238（総合政策課）までご連絡くださ
い。》(宇佐川)

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.15

進路決定率１００％の秘訣 ～後半：充実した進路指導～

　学年ごとの年間指導計画に基づいて取り組みます（※1
参照）。本校には、福祉分野への進路を志して入学する堅
実な生徒もいますが、入学当初は進路希望が曖昧な生徒
も少なくありません。1年次から、進学と就職の両面につい
て理解していくことで、具体的な目標を持つようになりま
す。「やりたいこと」が見つからない生徒には「やりたくない
と思っていることは何か」を考えるところから始めるなど、
アプローチの仕方も変えます。また、個別指導では「ここが

あなたの良い所だよ」と伝えると「自分に長所なんてない」
と言っていた子も自信をつけていきます。
　社会状況の変化による高校卒業求人倍率の減少を予
測し、高校卒業後の選択肢を増やすため、1年次から進学
指導にも力を入れています。その結果、生徒や保護者、教
員の意識が高まり、近年は、大学等への進学者が増加して
います（※2参照）。

進路指導の取組と、それによる生徒たちの変化を教えてください。Q

　指導が手厚い所です。就職であれば、見落としがないよ
う、生徒と教員とで一緒に求人票を読むところから行いま
す。面接練習が必要となれば、担任、副担任だけではなく、
進路指導担当も個別に声をかけ、夏休みに登校するよう
促しますし、総合選抜型入試（AO入試）で小論文が必要と
なれば、国語科の教員も協力します。進路内容によっては

専門教科の教員や部活動の顧問もサポートするなど、全
校の教員が関わっています。1学年平均60人程度であるた
め、全生徒を1年次から把握できているからこそ、全職員で
声をかけ、希望を丁寧に聞きながら生徒たちに寄り添って
いきます。一方で、支援し過ぎてしまうと社会に出てから本
人が困るのではないかという葛藤もあります。

小鹿野高校ならではの特色はどういう所ですか。Q

　「この生徒のためになることは何か」と常に考えています。「一人
ひとりに合った進路実現」は理想ですが、現実は社会情勢や企業
等の受入体制が本人の意向と異なることもあります。そのような
時は、常識に囚われずに柔軟に捉えることが大切だと考えていま
す。時には、本人の希望に反して私たちが厳しいことを言う場面も
ありますが、卒業するまでは私たち教員の責任ですから、良い着地
点が決まって欲しいと常に願っています。進路が決まると生徒は
喜びますし、生きていくうえでの自信に繋がります。

大切になさっていることは何ですか？Q

　進路の選択肢には正解がない中で、先生自身も葛藤し
ながらも、それぞれの生徒にとってより良い道を一緒に模
索する姿が印象的でした。進学にも就職にも対応できる

　11月7日に尾ノ内渓谷・紅葉まつりで『大人の
文化祭』を開催予定です。参加者が１人１出店し
ながら自分をPRします。大人の学校姉妹企画とな
り、出店のための講座が10月より始まります。出
店にご興味ある方は、お知らせください。(本）

※1：進路指導の年間計画（一部抜粋）

・授業「産業社会と人間」
 （性格診断、進路適性検査、
職業・資格調べ、職業・上級
学校体験講座等）
・企業説明会

・自己PR指導
・企業見学会
・保護者進路説明会
・大学進学相談会
・面接練習

・ハローワーク講話
　履歴書・志望理由書指導、面接
サブノート作成
・職場見学、オープンキャンパス
模試（進学・公務員・看医）

・上級学校バス見学会
・進学補習合宿　　・保護者面談
・マンデーレッスン・スタディサプリ
・JST（専門員）の個別面談

教育課程をもつ総合学科高校として、卒業した数年先ま
でを見通して、生徒と向き合いながらサポートしているこ
とが、進路決定率100％の秘訣なのかもしれません。

※2：過去5年間の進路状況

1年 2年 3年 学年共通

履
歴
書
指
導

面
接
指
導

小
論
文
指
導

0 20 40 60 80 100（％）

2020年
（R2）
2019年
（R1）
2018年
（H30）
2017年
（H29）
2016年
（H28）

58% 42% 0%

3%

8%

2%

15%

51%

47%

58%

55%

46%

45%

40%

30%

■進学　■就職　■その他

　先月号に続き、令和２年度の卒業生のうち進路未決定者が0人だった秘訣について、
お伝えします。後半となる今月号は、進路指導主事の中村香織教諭に伺いました。 ②申込フォーム

①「おがの発大人の学校」
　Facebookページ）
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雑誌リサイクルフェア雑誌リサイクルフェア雑誌リサイクルフェア雑誌リサイクルフェア雑誌リサイクルフェア

ブックスタート(６カ月児)・ブックスチャレンジ(１歳児)ブックスタート(６カ月児)・ブックスチャレンジ(１歳児)ブックスタート(６カ月児)・ブックスチャレンジ(１歳児)ブックスタート(６カ月児)・ブックスチャレンジ(１歳児)ブックスタート(６カ月児)・ブックスチャレンジ(１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
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●10月21日（木）13：30～　　
場所●けんこう交流館（健診会場）

　新型コロナウイルス感染症感染拡大による影響で中止となっ
たふるさとまつり文化展に代わり「ふる総文化展」を開催しま
す。それに伴い文化展で展示する一般作品も募集します。皆さん
のご参加をお待ちしています。
ふる総文化展について
日時●11月3日（祝）～21日（日）10：00～17：00
（最終日は16：00まで）
場所●両神ふるさと総合会館２階（ロビー、視聴覚室）
３階（ロビー、研修室Ｄ・Ｅ）
一般作品募集について
募集期間●10月11日（月）～10月25日（月）
出展内容●自作の絵画・工芸品・書など
提出先●両神ふるさと総合会館・両神公民館（図書館窓口）

「ふる総文化展」開催と一般作品募集について

日時●11月12日（金）、19日（金）、26日（金）19：00～21：00　
全3回
場所●小鹿野文化センター・大会議室
内容●基本的な手話を学習します。
講師●ちちぶ広域聴覚障害者協会会員
対象●小学生以上（小学生は保護者同伴）
費用●なし　　定員●20人
申込＆問合せ●10月4日(月)から受付開始です。電話でお申し
込みください。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

初めての手話講座

　両神薄にある法養寺薬師堂には「木造十二神将立
像」「木造日光菩薩・月光菩薩立像」(ともに埼玉県指定
有形文化財)が所在しています。これら14躯の諸仏は、
北条氏邦とその家臣団により天正13～14年(1585～
1586)にかけて奉納されました。
　法養寺の本尊は、秘仏薬師如来像立像であり、厨子
の中に安置されています。この本尊は、先の諸仏より
下った江戸時代前期の寛永年間(1624～44)の作と想
定されています。
　「新編武蔵風土記稿」では、弘法大師作とされていま
したが、平成初期に行われた宮島潤子氏の調査によっ
て、木食行者である但唱作とされました。
　木食行者とは、米などの五穀を断ち、魚肉を食べず、
木の実や草などを食べて修行した民間宗教者です。
　薬師堂の近くにのこされている「山居」という地名も、
木食行者がいたことを示すものです。
　但唱は、天正7年(1579)に摂津国多田郡(兵庫県三
田市)で生まれ、18歳の時、佐渡で修行中だった弾誓
(1552～1613)に弟子入りし、相模、伊豆、信濃、越後な
どで活躍した作仏聖です。
　通常は秘仏であり、見ると眼が潰れるとの言い伝えも

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063

両神薄薬師堂に伝わる本尊薬師如来像

残る本像ですが、但唱作と評価された文化財としても注
目されています。
　過去には、平成25年に品川区立品川歴史館で展示
されたこともありますが、本年度は長野市立博物館の秋
の特別展で紹介される予定です。

文
化
財
ノ
ー
ト
No.42

伝但唱作木造薬師如来立像
（木造彩色　像高57.9cm胎内仏像高8.5cm）

　資源の有効活用を図るため、保存期限が切れた雑誌、
除籍資料等をお譲りします。　
日時●11月6日（土）～7日（日）10：00～17：00
場所●両神ふるさと総合会館3階・研修室E
お願い
●1人5冊（同一雑誌はうち2冊）までです。
●資料を持ち帰りする袋は持参してください。
●資料がなくなり次第終了となります。
●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着
用と手指消毒をお願いします。

本は大切に!  図書館資料の取扱いについてのお願い本は大切に!  図書館資料の取扱いについてのお願い本は大切に!  図書館資料の取扱いについてのお願い本は大切に!  図書館資料の取扱いについてのお願い本は大切に!  図書館資料の取扱いについてのお願い
　図書館の資料は、町民の貴重な財産です。次のことに注
意してご利用ください。
●資料の水ぬれにご注意ください。湿気の多い場所、湿っ
たタオル等のそばに置かないでください。
●資料への書き込み、切り取り、ページ折、付せんつけはお
やめください。
●資料を誤って汚したり、破損してしまった場合は、修理は

特別整理(蔵書点検)の
実施に伴う休館について
特別整理(蔵書点検)の
実施に伴う休館について
特別整理(蔵書点検)の
実施に伴う休館について
特別整理(蔵書点検)の
実施に伴う休館について
特別整理(蔵書点検)の
実施に伴う休館について

　図書館本館では、資料の所在確認や書架の整理を行う
ため、下記のとおり休館となります。休館中はご不便をお
かけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
休館期間●10月19日（火）～22日（金）　
※分室は、通常通り開館します。　
※休館中の資料返却は、両神ふるさと総合会館入り口の
ブックポストをご利用ください。なお、視聴覚資料は破損
のおそれがあるため、ブックポストには入れず、風除室に
設置のコンテナに入れるか、開館後に返却してください。

作品点数●1人につき5点まで
※提出時に出展者・作品名・連絡先の確認を行います。
問合せ●両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

用水路に刈り草等を流さないで用水路に刈り草等を流さないで 戦没者追悼式は中止します戦没者追悼式は中止します
　刈り草や木の枝が用水路に詰まり、隣接する土地に水
があふれ出す等のトラブルが発生しています。8月は、セン
ダングサ、ビワの枝葉、カキの実等が多く漂着しました。
　水路からの引き上げには、地域の水利調整員さんに大
変なご苦労をいただいています。刈り払い等の際は水路
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

　町では、先の大戦による多くの戦争犠牲者に対し、心か
ら追悼の誠を捧げるとともに再び戦争の惨禍が繰り返さ
れることのないよう、その教訓を次世代に語り継ぎ、恒久
平和への誓いを立てるために戦没者追悼式を隔年で開
催しています。
　今年度は11月25日に開催予定でしたが、小鹿野町遺
族会との協議の結果、新型コロナウイルス感染症の状況
を考慮し、感染症感染拡大防止と参列される皆さんの安
全を優先し、中止と決定しました。
　ご理解のほどお願いします。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109
　　　　社会福祉協議会☎75-4181

せずそのままお持ちください。
●資料を香りの強い物（芳香剤等）のそばに長時間置かな
いでください。また、車中や直射日光のあたる場所に置
いたままにしないでください。
●小さいお子さんが視聴覚資料（CD、DVD）をご覧になる
場合は、大人の方が取り扱ってください。

●資料を紛失した場合は、図書館へ連絡してください。

※健診対象児童のみ
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、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。

もくじき たんしょう

さんきょ

たんぜい
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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（4、11、18、25日）　金曜日（15日）
特別整理期間(19日～22日)
土曜日（2、9、16、23、30日）　
日曜日（3、10、17、24、31日）

10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
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※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、事業を縮小又は中止する場合があります。

情報情報
ほっと ママ

ステーション

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

　産後は子育てに追われて、自分自身のことが後回しになりがち
です。産後の様々なピンチをチャンスに変えて、産前より私らしく
輝けるようになることを目指します。
日時●10月25日(月)、11月1日（月）、15日（月）、22日（月）全4回
いずれも10:00～12:00
場所●けんこう交流館（旧児童館）　
内容●産後の体やこころの変化について、産後の骨盤ストレッ
チ、姿勢や呼吸法、骨盤にやさしい抱っこの仕方、座談会等
講師●助産師
対象●産後1カ月から12カ月までの母親　　
定員●6人（先着順）
申込●10月21日（木）までにお申し込みください。

産後ケアプログラム講座
～産後も私らしくプロジェクト～

　安心して産み育てられるような子育て支援として、きめ細かく
「妊娠期からの切れ目のない支援」をすすめています。また、子ど
もと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。
　町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」から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。

令和３年度版おがの子育てガイドを
ご活用ください

　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●10月18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●10月14日（木）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。

おがの保育所

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

日時●10月16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、エプロンシアター
対象●町内在住の幼児（親子）から小学校低学年

おがのこども園よりなかよしキッズ
　感染予防対策をと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。
対象●来年度3歳児として入園対象のお子さんと保護者
日時●10月15日（金）10：00～11：00
持ち物●水筒、着替え、タオル、帽子（天候により）、上履き
駐車場●園庭前駐車場
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、参加されるお子さん、
保護者は朝検温し、受付で問診票の記入をお願いします。体調が悪い場合
は参加をご遠慮ください。保護者はマスク着用をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、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。10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感染拡大防止のため、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。10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。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●10月27日（水）

　発育測定・栄養相談
日時●10月7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

　ミニミニ運動会　＊予約制
日時●10月13日（水）10:00～11:30
内容●よーいドン！、ハイハイよーいドン！、親子競技、体操等、一緒
に楽しみましょう。
対象●0歳～3歳のお子さんと保護者　12組
持ち物●水筒、タオル　　申込●定員になり次第終了します。

　すくすく
日時・内容●10:00～11:30
①10月1日（金）発育相談・計測(保健師)
②10月8日（金）離乳食相談(管理栄養士) ＊予約制
③10月15日（金）ふれあい遊び（保育士）
④10月22日（金）手形足形アート ＊予約制
＊10月29日（金）ハロウィン（予約制）のため、すくすくはお休みです。
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●①10月6日（水）②10月20日（水）
両日とも10:00～11:30
内容●①走りっこ、親子競技遊び、砂場遊び
②さつま芋掘り※汚れてもよい服装でお越しください。
対象●1歳～3歳のお子さんと保護者　各6組
持ち物●①②共通：着替え、タオル、ビニール袋、水筒、帽子
②のみ：軍手、長靴
申込●定員になり次第終了します。

　わくわく座談会「ストレスを減らす3つのヒント」　＊予約制
日時●11月12日（金）9:45～12:00　わくわく座談会
対象●0歳～3歳のお子さんと保護者　10組
内容●公認心理士の堀先生をお招きして、育児の座談会を開きます。
日頃のちょっとした育児の悩みや相談など、お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）　3組
講師●堀友子公認心理士
参加費●無料
申込●定員になり次第終了します。

　親子ふれあい遊び
日時●10月14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

　手作り講座「手形足形アート・秋バージョン」　＊予約制
日時●10月26日（火）①10:00　②11:00　③14:30
内容●手形足形で秋バージョンの可愛い作品を作ります。何が
できるかな？
対象●1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。

　ハロウィン「トリックオアトリート！」　＊予約制
日時●10月29日（金）10:00～11:30
内容●制作やゲーム、仮装をしてお菓子をもらおう！
対象●0歳～3歳のお子さんと保護者　14組
申込●定員になり次第終了します。

　サーキット遊び
日時●10月21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～3歳のお子さんと保護者

　年齢別講座よちよちてくてく　＊予約制
日時●10月5日（火）10:00～11:30
※一緒に遊べるよう時間にお集まりください。
内容●今月はよーいドン！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　8組
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。

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

　年長児が「おたのしみ
会」を行い、ナイトサファリ
(動物園)ではコアラ、おお
かみ、魔女が登場し出題さ
れたクイズやパズルに挑
戦しました。

　子どもたちは体操やダンス
が大好きです。
　曲が流れると、0歳児の子
どもたちもうれしそうに体を
揺らします。
　みんなで一緒に楽しみなが
ら体を動かして遊んでいます。

タライの中は気持ちいい 
楽しいよ！

お水で遊びました。年齢別講座「よちよちてくてく」クレヨンで
遊んだよ。

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

オンライン子育て相談（予約制）

申込メール
二次元コード

母子手帳アプリ「ほっと子育ておがニャプリ」
◀
「ミルク缶でポットン
落とし」おもちゃを手
作りしました。　
ペットボトルのふたを
落として遊びます。

「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。

※新型コロナウイルス感染症等の状況により事業が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/
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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



　10月になりました。皆様いかがお過
ごしでしょうか。9月号の冒頭では「夏
は本当に暑かったですね」と書いてし

まいましたが、まさかの雨続きでした…。時候の挨拶は
できるだけ入れないようにしようと心に決めたことです。
　さて、今回もコロナの話から始めます。コロナ感染爆
発に伴う医療崩壊、皆さんはどこまで実感されているで
しょうか。実際のところ多くの医療機関で診療の制限や
治療の縮小を余儀なくされました。現場で働く我々は困
惑し、また心苦しく思っています。しかし、一歩町に出て
みると、人流抑制と言われているものの、多くの方々が
普通に勤務しており、買い物に出かけ、日常生活は当た
り前に保たれています。そのギャップに違和感を覚えて
しまうのは私だけでしょうか。（とはいっても、さらに感染
拡大してのロックダウンといった強い措置がとられない
ことを祈っています。ちなみに、この原稿を書いているの
は8月末です…）
　コロナは災害だといわれます。確かにそう思います
が、普通の災害と何が違うか考えてみました。そこで気
づいたことは、大地震や大雨・洪水といった自然災害
は、その状況に置かれた方々全員が、例外なく被害に
あい、非日常の状況下におかれるのです。しかも直接
見えますので、みんなが平等に苦しい状況を共有でき
ます。でもコロナはどうでしょう。元気な人、普段病院に
かかっていない人は、何ら変わりのない日常生活をおく
ることができます。コロナで調子が悪くなった人を目の
当たりにすることもあまりないかもしれません。もちろんウ
イルスも直接見えません。ですので、病院を受診した時
に初めて医療崩壊に気づかされるのです。特に、体調
を崩してなんとかしてほしいときに限って…。そんな時、

コロナ＝災害と理解できるかもしれません。
　では私たちはこの状況をどう考え行動すればいいの
でしょうか。ひとつは現状を把握し、今どのあたりにいる
のかしっかり見つめること。もうひとつは、希望を持つこ
と。状況の把握は、コロナの感染状況もそうですし、自
分の病気についてもそうです。今どんな病状か、このま
ま放っておくとどうなるのか、どうすれば改善するのか。
次に希望を持つことについて。今日より明日、明日より明
後日、良くなっているという実感があれば希望が持てま
す。病気やケガが快方に向かうときがまさにそうでしょ
う。コロナ感染者数の推移もこれに該当するかもしれま
せん。改善の兆しが見えると希望につながります。
　先日受診したはっちゃん「階段を見たら薬と思え」と
考えて、できるだけ階段を歩くようにしていると話してい
ました。運動し、食事に気を付けることで血液のデータ
が良くなっている時もあれば、不摂生をして検査結果が
思わしくない時もあります。でも毎回血液検査をすること
で、現状を把握し、次に希望が持てるように階段を歩く。
それで次回の結果が目に見えて良くなっていればいい
ですよね。

じっくり考えろ
しかし、行動する時が来たなら、考えるのをやめて、進め
 （ナポレオン・ボナパルト：フランスの皇帝、政治家）

　病気や感染症に限らず、私たちの普段の生活におい
ても、現状を把握し、今日より明日、良くなっていることを
夢見て行動をすることが大切かもしれません。

院長　内田　望

思いつくまま
　気のむくまま

54・・・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）に電話でご相談ください。

休診
　休診予定なし

　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

現状を見つめ、希望をもって

平日夜間急患対応 土曜夜間急患対応

月
水

火・木・金
10月14日(木)・
28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

10月2日･
23日
9日･16日･
30日

期日 医療機関 電話

☎62-6300

☎23-0611   

皆野病院

秩父市立病院

平日夜間小児初期救急対応
曜日 医療機関

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611
☎22-0043  
☎22-6122

あらいクリニック
秩父病院
秩父市立病院
近藤医院  
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
10月14日(木)
10月28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

10月3日
10日
17日
24日
31日

10月3日
10日
17日
24日
31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
横瀬町
相生町
大野原

☎62-0039
☎75-2332
☎24-0160
☎26-7001
☎22-6122

金子医院(内)
小鹿野中央病院（内）
荒舩医院（内･外）
あいおいクリニック（内･消内）
石塚クリニック（内･呼）

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

10月3日
10日
17日
24日
31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



　がんは、昭和56年から日本人の死因の第1位で、現在も年間30万
人の人が、がんで亡くなっています。また、生涯のうちにがんにかかる
確率は、2人に1人と推測されています。がんは誰もが罹患する可能
性がある病気です。
　また、近年、女性のがん発症が若年化しており、20歳代から50歳
前半は男性よりも女性の罹患率が高く、特に30代～40代で乳がん・
子宮頸がんがひとつのピークとなっています。男性は50歳くらいから
発症する人が増え、年齢が上がるにつれて罹患率が高くなります。
　がんを早期発見し、適切な治療につなげることで、がんの死亡率を
減少することができます。自分自身のため、大切な人のため、がん検
診を受けましょう。

『がん検診』を受けましょう
特 集

開催日●10月21日(木)
場所●けんこう交流館（旧児童館）
該当児●［3か月児］令和3年6月、7月生まれ［6か月児］令
和3年3月、4月生まれ[12か月]令和2年9月、10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

乳児健診

期間●10月20日(水)～令和4年1月31日(月)
（開始は医療機関毎に異なります。）
場所●契約医療機関
対象●中学3年生と65歳以上の高齢者
費用●65歳以上の高齢者　自己負担金1,200円
中学3年生　1回のみ全額助成（対象者には個別に通知
します。）

インフルエンザ予防接種の助成をします

開催日●10月29日(金)
場所●けんこう交流館（旧児童館）
該当児●平成30年2月～5月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票、体調チェック問診票、
バスタオル

3歳児健診

郷土料理ボランティア募集
　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。
日時●【第1回勉強会】10月25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ます。
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。

　音楽や運動で認知症を予防する介
護予防教室です。感染症予防対策を十
分に行い実施しています。
日時●10月21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
申込●初めて参加を希望する人は、保
健課までご連絡ください。

バンビちゃんの会 Hm1
　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）

期間●令和4年3月31日(木)まで
場所●町内の指定医療機関
対象●40歳から74歳の小鹿野町国民健康保険加入者及
び75歳以上の後期高齢者医療保険加入者（ただし、令和
3年度に集団健診未受診の人、又は人間ドック受診予定
がない人）
受け方●保健課へお申し込みください。必要書類(医療機
関一覧、受診券、受診票)を郵送します。医療機関には、直
接連絡し、予約をしてください。
持ち物●保険証、受診券、受診票

個別健診が医療機関で受けられます

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。

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
予防接種の予約はこちら

■電話の場合
　8:30～17:15(平日のみ)
　コールセンター050-2018-2795

■LINEの場合
　24時間

　11月8日（月）が今年度最後の集団がん検診となり
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●10月26日(火)、11月8日（月）　
　　　12:30～13:30
場所●小鹿野文化センター
対象●20歳以上の町民　

集団がん検診 Hm4
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。
※加入医療保険に関係なく受けられますが、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。）

　20歳代～40歳代の人にぜひご覧いただきたい内
容です。身近な話題として、ぜひご覧ください。
時期●10月15日(金)以降配信
テーマ●「乳がん･子宮頸がんについて知ろう」
講師●国保町立小鹿野中央病院医師　植木  愛先生
費用●無料

乳がん・子宮頸がんをテーマにした講演を配信します
視聴方法●YouTubeで配信します。（町民限定）
申込●10月1日(金)から受け付けます。視聴を希望
の人は、保健課へご連絡ください。専用URLを配付し
ます。また、通信環境がない人で、視聴を希望の人も
保健課までご連絡ください。

Hm4

持ち物●保険証、予診票、自己負担金（65歳以上の人）
申込●各医療機関へ直接お申し込みください。
※新型コロナワクチン予防接種とは、2週間あけて接種し
てください。

町民の

声 バンビちゃんの会

　毎回、様々な内容を講師の方に考えて
いただき楽しく参加させていただいてお
ります。音楽に合わせて軽い運動や脳ト
レを行っており、頭や体を捻りながら頑
張っています。これからも現状維持のた
め、活動をしていきたいと思います。
　新型コロナウイルス感染症が流行する
前は、ピアノの演奏に合わせて歌を歌っていました。流行が収まり再び歌
える日が来るのを楽しみにしております。（彦久保紀枝さん）

引用：国立がん研究センター
　　  がん情報サービス

私たち

頑張って

います！

　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●10月15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●10月13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●10月12日(火)13：30～14：30
場所●小鹿野文化センター・大会議室
申込●初めて参加を希望する人は、保健課までご連絡く
ださい。　
※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」Hm1
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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）
・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分以内で、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。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、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

①10/6(水)・20(水)
②10/13(水)・27(水)
③10/7(木)・21(木)
④10/14(木)・28(木)

10/25(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)新規参
加者は③のみ申込可能
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
10/1(金)・8(金)・
15（金）・22（金）・
29（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

10/20(水)

10:00～11:00

いきいき館13:30～15:00

10人　マスク

8人　運動のできる服
装、マスク

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）

10/19(火)・28(木)
（どちらか1日の参加）

■いきいき館開放日
　初回講習会に参加した人は、受講証明書を持っ
てご利用ください。
日時●①日中開放　毎週月・木曜日（祝日は休館）
　　　　13:00～17:00
　　　②夜間開放　毎週水曜日(祝日は休館) 
　　　　17:30～21:00(最終入館20:30まで)
※1回の利用時間は90分以内でお願いします。
※初回講習を受講していない人は利用できません。

10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

　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●10月18日(月)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

　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

物忘れなどの生活の不安・介護全般
日時●①10月12日(火)、26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。

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)

隔月(奇数月)実施
日時●11月16日(火)13:00～15:00
相談員●加藤純二さん(弁護士)
場所●小鹿野文化センター
※事前の予約は不要です。

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。

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●10月26日(火)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●10月4日(月)、12日(火)、18日
(月)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。

　「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。
隔月（偶数月）実施
日時●10月20日(水)10：00～12：00
相談委員●柴﨑　了さん
　　　　　岩田明子さん
場所●両神ふるさと総合会館

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。

行政相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

移住相談
問合せ／総合政策課 ☎75-1238

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

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

■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

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

ひきこもり専門相談
相談員／公認心理師
日時●11月2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●11月17日(水)13:30～
相談時間は、予約の際にご確認ください。

秩父保健所の相談業務 ※要予約
問合せ／秩父保健所 ☎22-3824

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

法律相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

登記・法律相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

人権相談
問合せ／総務課 ☎75-1221

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、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。最新の開催状況については、ホームページでご確認いただくか、各問い合
せ先へご確認ください。　　＊秘密は厳守しますので、お気軽にご利用ください。

　ウォーキングは健康維持や気分転換に役立ちま
すが、ダイエットや免疫力アップにも効果的な運動
です。コロナ禍でもウォーキングを楽しむために、ま
ずマスクを着用し、できるだけ単独で行いましょう。
複数人で歩く時は、飛沫感染を防ぐために、他の人
との距離は2ｍ以上とるよう配慮しましょう。

今月の運動ミニ講座『効果的なウォーキング』

●歩く時間と頻度
　最初のうちは1日10分くらいから始め、少しずつ
時間を延ばして1日30分を目安に週3～4日を目標
としましょう。 図：正しいウォーキングフォーム 引用：健康長寿ネット
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　今年度より、校務支援システムを導入し児童生徒の出席の管理や成
績の処理、通知票の作成などをデジタル化しました。これにより、教職
員の校務が効率化されるとともに、先生たちが子どもたちに向き合う
時間がより増えることが期待できます。

　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、今年
度もオンラインで小・中学校全教職員を対象にした夏季
研修会を8月6日(金)に行いました。研修内容は①人権教
育研修②学びポケット研修（ICT活用研修）③「埼玉県学
力・学習状況調査」の活用方法説明会④授業改善研修の
4本柱で大変盛りだくさんでした。

タブレットの課題例

小鹿野未来塾 ― 夢や目標に向けてチャレンジ ―

令和３年度埼玉県学力・学習状況調査結果 ― 伸び率向上 ―

給食センターだより（６月号より） ― 食育とは ―

小鹿野町ＩＣＴ教育 ― 校務支援システムの導入 ―

教職員夏季研修会 ― オンラインで実りある研修会に ―

「小鹿野町の魅力」･「町内教職員の合い言葉」を募集

　5月15日に今年度の「小鹿野未来塾」が始まりました。5
つの講座の受講生は、299人(参観者を含む)に達し、昨年
度から大幅に増加しました。新型コロナウイルス感染症感
染拡大防止のため、やむを得ず中止となる講座もありまし
たが、各講座で真剣に学ぶ姿が見られます。

　オンライン授業や教室での授業でも活用できるスクールタクトの研
修会をオンラインで小・中学校5校同時に行いました。2学期以降、授業
での活用が期待されます。

まなびポケット・スクールタクトオンライン研修まなびポケット・スクールタクトオンライン研修
　夏休み中にタブレットを持ち帰り、担任の
先生から自作の課題が出されました。その他
に、クラスの健康観察や連絡等に有効活用し
ました。

タブレット端末の持ち帰り（夏休み）タブレット端末の持ち帰り（夏休み）

　人権教育研修会では、東松山市教育委員会生涯学習課
の田中辰弥さんを講師に迎え「学校における同和問題学
習の基本的事項について」ご講演いただきました。学びポ
ケット研修では、先生たち全員が1人1台端末を使って、課
題を作成したり、授業の中での活用方法について学んだり
して、実践的な研修を行うことができました。授業改善研
修では「小・中連続した学びの教育実践」を視点に、各学校
の取組を情報共有しました。各学校からそれぞれの特色
を活かした教育活動が報告され、実りのある時間となりま
した。研修での学びを活かし、小・中学校の縦の系統性と
横のつながりをより一層意識していくとともに、連携をさ
らに深め、強化して、子どもたちの育成を図っていきたいと
願っています。

　親子での受講、地域の皆さんや先生たちの参加により、
子どもと大人の共学が広がっています。地域や小鹿野高校
からの支援を力に、目標の達成に向けて粘り強く取り組む
なかで、学ぶ楽しさを身につけてほしいと願っています。

中学生未来塾
　中学生97人が、講師の先生たちの熱
心なご指導のもと、国数英の3教科を真
剣に学んでいます。年2回、小鹿野高校
数学科の先生による特別講座も行って
います。

科学不思議講座 漢検・英検チャレンジ
　小鹿野高校の先生たちに工夫を凝ら
した魅力的な講座を準備していただい
ています。子どもたちは、毎回新たな不
思議・発見を実感しながら楽しく学んで
います。

小学生英語体験講座～英語劇にチャレンジ～
　小学3年生から6年生までの28人
が英語劇にチャレンジしました。緊急
事態宣言発出に伴い、残念ながら途
中で中止となりましたが、ミニ発表会
を実施しました。
　ミニ発表会の様子を教育委員会
ホームページに掲載しました。ぜひご
覧ください。

　2つの講座で150人が、検定合格を目
指して学んでいます。検定合格者も年々
増加しています。目標への挑戦は、貴重
な経験となり大きな自信となるはずで
す。

未来塾講座の一場面未来塾講座の一場面 実験の一場面実験の一場面

シンデレラの馬車の前でシンデレラの馬車の前で かぼちゃの馬車の前でかぼちゃの馬車の前で

漢検チャレンジ講座の一場面漢検チャレンジ講座の一場面

◀人権教育研修

▲授業改善研修

通知表作成の研修会

まなびポケット・スクールタクト
オンライン研修会

■正答率の状況 ■学力の伸びの状況　昨年に比べ、正答率は県
平均に近づきつつあります。
小学校6年生に関しては、国
語・算数共に県平均を大き
く上回る結果が見られまし
た。
　低学年からの学習の積み
重ねの大切さを改めて感じ
ます。

　『今の学習が次の学びへとつながっていく』という意識をもち、
学習の定着に向けて取り組んでいけるよう、ご家庭でもご支援を
お願いします。

　町や学校、子どもたちのよさに目を向け、よさを認め、伸
ばす教育活動を推進し、その魅力を多くの人に理解しても
らえる機会とすることを目的に、保護者や教職員に募集を
かけました。「夢を描き、憧れを抱き、その実現に向けた志」

を育むために、町の教職員としての誇りが持てるような合
い言葉（スローガン）にする予定です。募集期間は7月中と
し、今年中を目安に作成します。

　「食育」は生きるうえでの基本であり「知
育・徳育・体育」の基礎となるものです。さ
まざまな経験を通して「食」に関する知識
と「食」を選択する力を習得し、健康的で
心豊かな食生活を実践できる人を育てる
ことが食育の大きな目標です。学校におい
ても教育活動全体の中で「食育」を推進し
ていますが、毎日の暮らしの中で家庭に
おいても食生活に気を配り、子どもたちの
食育を行っていただくことが大切です。

　「学力の伸びの状況」では、国
語・算数の伸びが県平均を上
回る学年が多くなってきまし
た。子どもたちの学習状況を見
取る際には、こうした「学力の伸
び」に着目することが大切です。
昨年に比べ、どんな力が伸び、
どんな学習活動が効果的で
あったか、また、さらに力を伸ば

していくところはどこなのか、そして、そのためには何が必要なの
かを各学校が児童生徒の実態を把握したうえで分析し、2学期か
らの子どもたちへの指導に活かしていきます。

□ご家庭での「食育」実践チェック
□毎日、朝食を食
べていますか？

□家族みんなで
食卓を囲んでいま
すか？

□行事食や郷土
料理を取り入れて
いますか？

□食品を無駄なく
使い、残さず食べて
いますか？

□食品表示や産
地を意識して食品
を選んでいますか？

給食センターブログ開設中➡

教育　広報 おがの
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学校教育
だより 問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課☎79-1201
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我が家の

天使天使

下小鹿野
マーティンティーシンさん・
浩美さん
航和(こうわ）くん

※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）

7月
24日 小鹿野

ご出産おめでとうございます。
《8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。
《8月中の同意書届出・敬称略》

黒沢 益美（61)

8月
4日

5日

8日

9日

12日

14日

15日

18日

藤倉

小鹿野

小鹿野

藤倉

両神小森

下小鹿野

藤倉

日尾

新井 重子（80)

山崎 幸盛（81）

黒沢 春子（81）

新井 久一（69）

黒沢 喜德郎（101）

伊藤 千司子（91）

守屋 文子（93）

髙田 得男（83）

下小鹿野
7月
31日

り   と

佐藤 璃采（雅人）

祝悼

　東京都杉並区在住の長岡美恵子さんに町から表彰状を贈呈
しました。
　長岡さんのご両親が小鹿野町出身ということで、“少しでも小
鹿野町のためになれば”との思いから「小鹿野町の児童生徒の
教育のために活用し
てほしい」と、200万円
を寄附していただきま
した。
　いただいた寄附金
は、児童生徒が使用す
る学校給食用の食器
を新しくするための費
用として活用させてい
ただきました。

町から表彰状を贈りました町から表彰状を贈りました

紫雲山地蔵寺盂蘭盆会　
8/13
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つまんだ右手2指を目元から頰に沿って
下ろします。

悲しい

　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） 

交互に上下に動かします。湾曲した両手の指先を
胸に向け

うれしい

　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
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/ursi.php

簡単な手話を覚えましょう【第36回】簡単な手話を覚えましょう【第36回】

https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/knsi.php

You are my sunshine♡1歳の誕生日おめでとう！

おがのフォトニュース

和傘・風鈴
ライトアップイベント
(小鹿神社)【表紙関連】
8/21

埼玉県警主催「二輪車事故防止啓発活動」　8/21

両神山麓花の郷
『ダリア園』開園　9/1
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●プリザーブドフラワー・ハーバリウム教室
日時　10月24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　10人(応募多数の場合抽選)
締切　10月8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

みどりの村イベント

●彩の国ふれあいの森「紅葉まつり」
日時　11月3日（祝）10:00～15:00
内容　丸太切り、木工工作、木の葉のパウ
チ作り体験のほか、木工品、郷土料理など
の販売。
費用　無料（ただし、一部の体験は有料）
締切　事前申込不要（各種体験は当日受付）
●中津芋の美味しい食べ方教えます
日時　11月21日（日）10:00～13:00
内容　秩父市中津川特産の「中津芋」を
使用し、地元講師の説明により、特製みそ
をからめて食べる「中津芋みそころがし」
及び「中津芋みそ田楽」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（昼食付き）
定員　10人（申込順）
締切　11月14日（日）
申込＆問合　電話でお申し込みください。
このほかのイベントはホームページをご
覧ください。彩の国ふれあいの森　埼玉
県森林科学館☎56-0026

彩の国ふれあいの森のイベント

イベント

募 集

案 内

　埼玉県では、地域における地球温暖化
防止普及活動の担い手である「埼玉県地
球温暖化防止活動推進員」として、令和4
年4月から2年間、活動していただける人
を募集します。
　募集要領で応募要件等をご確認のうえ、
11月30日(火)までにご応募ください。詳
しくは、ホームページをご覧ください。
問合　埼玉県環境部温暖化対策課
☎048-830-3033

埼玉県地球温暖化防止活動
推進員募集

●防衛大学校学生
試験期日　11月6日(土)、7日（日）　2次
試験あり
受付締切　10月27日(水)
応募資格　18歳以上21歳未満の高卒者
（17歳高卒見込含む）
●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（令
和4年4月1日までに18歳になる17歳含
む）
※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

自衛官募集

●木の実を集めて森のクラフトづくり
日時　10月16日(土)10:00～14:00
内容　木の実など森からのおくりものを
見つけて、クラフト作りにチャレンジして
みよう。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　10人(申込順)
締切　10月13日(水)

埼玉県県民の森のイベント

　この賞は、秩父郡市内に、在住在勤する
俳句愛好者の優れた作品を顕彰するもの
です。多くの皆さんのチャレンジをお待ち
しています。
応募作品　雑詠10句（未発表のもの）
応募方法　指定の応募用紙又は原稿用紙
を使用し、必ず、題名、住所、氏名を記入し
てください。
応募料　2,000円（定額小為替にて作品
を同封）
応募資格　当連盟の会員のほか秩父郡市
内に居住並びに勤務している俳句愛好者
応募締切　12月25日(土)必着
応募先＆問合　〒368-0004秩父市山田
1578-5　「ちちぶ俳句賞」事務局(村田)
☎23-8687

第10回ちちぶ俳句賞作品募集

講演会「夢のチカラ～言葉が紡ぐ未来の
かたち～」
　秩父青年会議所で毎年行われている講
演会の講師として、今年は千葉ロッテマ
リーンズスペシャルアドバイザーである里
崎智也氏をお招きします。講演会の内容と
しては、夢を持つということに対しての自
信を持ち、その夢を言葉にすることで、未
来を創造することができるのだ。というこ
とをお伝えし、ご来場者の心が少しでも前
向きになるヒントをより多くお伝えできれ
ばと思います。また、同日、同会場にて里崎
智也氏から直接ご指導いただける野球教
室を開催します。
日時　11月24日(水)18：30開演（開場
17：30～）
場所　秩父市文化体育センター（秩父市
大野原1470）
費用　無料
定員　300人（申込順）
※入場には事前にお申し込みが必要です。
申込　当会のホームページにて受け付け
ています。
※野球教室については、プロアマ規定に
基づき開催します。詳細については、当会
のホームページをご確認ください。
問合　秩父青年会議所事務局　嶋田　
☎22-4411

秩父青年会議所からのお知らせ

●生活のための介護実技
日時　12月4日(土)、11日(土)9:00～
16:00
費用　受講料3,600円(税込)
申込＆問合　11月1日(月)～10日（水)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

　本校では、視覚障害（全盲又は弱視）の
人が、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅ
うの技能を習得しています。卒業時には国
家試験の受験資格が得られます。
選考日　第1次募集　11月26日(金)
第2次募集　令和4年2月14日(月)
対象　県内在住で次の条件のどちらにも
該当する人
①両眼の矯正視力が概ね0.3未満の人、
又は矯正視力が0.3以上の人で、盲学校の
教育を受けることが適当であると判断で
きる人（なお、身体障害者手帳を未取得の
人も含みます。）
②高等学校を卒業した人、もしくは令和4
年3月卒業見込みの人、又はこれらの人と
同等以上の学力があると認められる人
※相談・見学は随時お受けします。
問合　県立特別支援学校塙保己一学園
（盲学校）高等部専攻科
埼玉県川越市笠幡85-1
☎049-231-2121　FAX049-239-1015

県立特別支援学校塙保己一学園
(盲学校)高等部専攻科入学者の募集

●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）
●シニア活躍支援セミナー（観光）
日時　10月22日（金）14：00～16：00
場所　小鹿野文化センター・大会議室
内容　①大地の成り立ちから読み解く秩
父の魅力
②ジオパーク秩父の紹介と高齢者の生き
がいライフ
講師　①秩父市産業観光部観光課　宮
前拓朗氏
②秩父ジオパーク上席推進員  吉田健一氏
対象　概ね55歳以上の求職者
費用　無料
定員　20人（先着順）
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

ちちぶ雇用活性化協議会
からのお知らせ

　労働保険料(労災保険・雇用保険)の第
2期分の納期限は11月1日(月)です。
　納付書は、納期限の10日前頃に該当事
業所へ郵送します。また、保険料納付につ
いては、口座振替が便利です。申し込み手
続きについて詳しくは、厚生労働省又は埼
玉労働局のホームページをご覧ください。
問合　埼玉労働局労働保険徴収課
☎048-600-6203

事業主の皆さんへ
労働保険のお知らせ

映画上映会「花のあとさき～ムツばあさん
の歩いた道～」
日時　10月8日（金）、9日(土)、10日(日)
①10:00～②14:00～
場所　Mahora稲穂山
前売券　1,000円、当日券1,200円（中学
生以下、障害者手帳掲示の人は無料）
※座席数制限あり
問合＆前売券販売　Mahora稲穂山
〒369-1412皆野町皆野4048-1☎62-1688

Mahora稲穂山からのお知らせ

日時　11月10日(水)13：00～16：00（受
付12：30～）事前予約制
場所　秩父宮記念市民会館2F・けやき
フォーラム
参加企業　10社（予定）
持ち物　ハローワーク受付票、履歴書等
申込＆問合　ハローワーク秩父
☎22-3215

秩父地域障害者就職面接会

　埼玉弁護士会では、法の日週間（10月1
日～7日）を記念し、弁護士による無料電

法の日週間記念無料電話法律相談会

●ママと楽しむ森のようちえん
日時　11月2日(火)10:30～14:00
場所　花の森こども園
対象　0歳からのお子さんと保護者
費用　1,500円(保険料含む)
定員　12組
持ち物　おにぎり、水筒、着替え、帽子、長
靴、カッパ、タオル（汁物と季節の野菜のお
かず付き）
※事前にお申し込みください。
●花の森わくわく秋まつり～はっぴーの
おすそわけ～
日時　11月14日（日）10:30～15:00
場所　花の森こども園
内容　直火での調理体験、自然素材を
使った遊び場の提供やワークショップの
ほか、手作り作品や軽食の販売等を行い
ます。
費用　入場無料
※体験内容により100円～500円の参加
費がかかります。
持ち物　マイ箸、マイカップ、マイバッグ
※汚れてもいい服装でお越しください。
問合＆申込　認定NPO法人森のECHICA
花の森こども園☎26-6828(平日10:00～
16:00)

花の森こども園からのお知らせ

●親子で作ろう「森の木箱」
埼玉の木と森林研究!!（第2回木育・森育
キャラバン）
日時　10月30日(土)①10:00～12:00、
②13：00～15：00
内容　専門家を講師として招き、埼玉の
木と森に住む生き物たちの暮らしについ
て、体験を通じて学びます。
対象　5歳以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円
定員　各回10人(申込順)
締切　10月27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

　さまざまな事情により、家庭で生活する
ことができない子どもたちが、現在、県内
で約1800人います。里親は、家庭で暮ら
せない子どもたちを温かく見守り、養育し

里親制度をご存じですか？

日時　11月13日（土）10:00～14:30
集合場所　秩父市大滝に10時(詳細な集
合場所は別途参加者にお知らせします。)
※送迎の手配はありませんので、集合か
ら解散まで各自の車で移動していただき
ます。
内容　東大秩父演習林樹木園の散策、展
示室の見学
対象　一般(自家用車での集合・移動が
可能な人)
費用　500円(資料代･保険料)
定員　10人(先着順)
申込＆問合　氏名・住所・生年月日・性別・
電話番号(本人の連絡先)・緊急連絡先
（参加者以外の家族等の電話番号）を記
入のうえ、10月28日（木）までにメール又
はFAXでお申し込みください。
東京大学秩父演習林☎22-0272
メールsupporter-chichibu@uf.a.u-tok
yo.ac.jp

東京大学秩父演習林「しおじの会
と東大秩父演習林を歩こう」

さい。
問合　自衛隊秩父地域事務所☎22-6157

てくださる人のことです。もっと多くの子
どもたちに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。
申込＆問合　埼玉県熊谷児童相談所
☎048-521-4152

JCブランディング委員会委員長　木暮　
☎080-4337-8714

話法律相談会を開催します。
日時　10月2日(土)13:00～16:00
相談番号　☎048-863-1520(相談日の
み通話可能)
※通話料については相談者の負担となり
ます。
問合　埼玉弁護士会法律相談センター
☎048-710-5666

28
広報 おがの　10月号 広報 おがの　10月号

29

情報版　広報 おがの

※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感染拡
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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