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おがのこども園
入園式　4/4

　雨が降る肌寒い中での入園式と
なりましたが、子どもたちは寒さに負
けず可愛らしい笑顔で入園を迎え
ました。入園式にはサプライズでお
がニャッピーが登場し、子どもたちの
入園をお祝いしてくれました。

4月1日現在 【世帯数】4,571世帯
 【総人口】10,770人【男性】5,356人【女性】5,414人
3月中の異動 出生2人/死亡19人/転入18人/転出80人

2022（令和4年）NO.200 広報おがの／令和4年5月1日発行
編集・発行：小鹿野町役場（両神庁舎・総務課）　〒368-0201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4年4月15日現在）
貯水位　319.56m
貯水量　6.162.900㎥
貯水率　60.1%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

非洪水期：10月～6月
総貯水量：10,250,000㎥

　https://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jp　https://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jp
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5生活カレンダー
小鹿野町 今月の納税今月の納税

固定資産税 第1期
軽自動車税税 全 期
5月31日(火）までに納めてください。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、事業が中止となる場合があります。
［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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▲お庭で遊ぼう
　(砂遊び•お庭の散策）
▲ほっとハグくむ
　ママサロン
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲発育測定・栄養相談
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲年齢別講座
　よちよち
◎認知症相談日
オレンジカフェ
「笑顔」（長寿ハウス）

▲開放
■日中開放

▲開放
■日中開放

▲開放
▲産後ケア
　プログラム講座
■日中開放
◆献血
◎こころの悩み
　何でも相談
◆行政相談

看護の日

5 こどもの日
端午・立夏

みどりの日憲法記念日八十八夜

世界赤十字デー
母の日

メーデー

小満

▲開放
▲すくすく
　（計測・発育相談）
■ステップ体操(動画）

▲開放
▲母の日制作
■ステップ体操(新規）
●長寿筋トレ教室
■長寿筋トレ教室

◆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
☆おはなしひろば

◆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

▲開放
■日中開放
■骨密度•高精度体組成
　計測定日
◎ひきこもり相談

▲お庭で遊ぼう
　(砂遊び•お庭の散策）
●バランスボール教室
◆認知症予防教室
◎認知症相談日

▲親子ふれあい遊び
●バランスボール教室
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲開放
▲すくすく
　（離乳食試食体験）
■健康ステップ
　アップ教室
●交流会

▲年齢別講座
　てくてくじゃんぷ
●認知症家族会
◆法律相談

▲お庭で遊ぼう
　（さつま芋苗挿し）
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
■体組成計測定日

★図書館休館日

▲開放
▲産後ケア
　プログラム講座
■日中開放
◆特定健診
◎こころの悩み
　何でも相談

▲誕生会
●はぐくみ相談（ことば）
◆特定健診

▲お庭で遊ぼう
　(砂遊び•お庭の散策）
◆乳がん•
　子宮頸がん検診
■夜間開放

▲発育測定•栄養相談
■日中開放

★図書館休館日

★図書館休館日

▲ともだちになろう♡
▲子育て相談
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲サーキット遊び
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲開放
▲すくすく（手形足形•
　ふれあい遊び）
●はぐくみ相談（運動）
■ステップ体操(動画）

▲開放
▲すくすく
　(計測•発育相談)

歯と口の健康週間気象記念日世界禁煙デー
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　平成17年10月1日に小鹿野町と両神村が合併し、新「小鹿野
町」が誕生。「広報おがの」第1号を10月8日に発行し、今月で200
号を迎えます。
　発行にご協力いただいた皆さん、毎号楽しみにしてくださって
いる皆さん、すべての町民の皆さんに心から感謝しています。

「広報おがの」は

今月で200号!!
　今後も、町民の皆さんにとって、読みやすくわかりやすい、楽し
い広報紙であることを念頭に努力してまいります。これからも
「広報おがの」に対するご支援ご協力をよろしくお願いします。
　今月号では、過去の広報紙の表紙から新「小鹿野町」が歩んで
きた歴史を振り返ります。

　合併後初の広報紙
　小鹿野町の市街地遠景が表紙

創刊 （平成17年10月）
　新小鹿野保育所の開所
　木造校舎での生活がスタート

No.13 （平成18年10月）
　第17回全国地芝居サミットinおが
の開催

No.14 （平成18年11月）
　「古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類
化石群」が国指定天然記念物に!!

No.124 （平成28年1月）
　プレミアムナイトようばけプロジェ
クションマッピング開催

No.133 （平成28年10月）
　新たにスタートした「おがのこども
園」で、はじまりの会を開催

No.176 （令和2年5月）

　2月14日、15日にかけて降った100
年に一度とも言われる大雪

No.103 （平成26年4月）
　宮沢賢治・保阪嘉内友情の歌碑祭
開催

No.109 （平成26年10月）
　幼稚園統合記念式典では風船が大
空へ舞い上がりました。

No.116 （平成27年5月）

　第91回全国高校野球選手権埼玉
大会にて小鹿野高校が選手宣誓

No.47 （平成21年8月）
　小惑星探査機「はやぶさ」帰還カプ
セル展示会開催

No.69 （平成23年6月）
　小鹿野歌舞伎保存会創立40周年
記念公演

No.99 （平成25年12月）
　おがのこども園入園式
　サプライズでおがニャッピーも登
場しお祝いしてくれました。

No.200 （令和4年5月）

広報おがのバックナンバー
　過去に発行した「広報おがの」は、町ホームページから
ご覧になれます。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1223

NEW!
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木造住宅耐震診断及び耐震改修費を補助します木造住宅耐震診断及び耐震改修費を補助します

　町では、昭和56年以前に建てられた木造戸建て住宅を対象
に、地震に対する強度を測るための「耐震診断」及び耐震診断
の結果、補強工事が必要となった場合の「耐震改修」の費用に
対して補助金を交付します。
対象物
■耐震診断
　町内にある一戸建ての木造住宅又は木造併用住宅(店舗等
として利用している部分の床面積が延べ面積の2分の1未満
のもの)。ただし、地階を除く階数が2以下のものとし、その建
築時期が昭和56年5月31日以前に着工されたもの。
■耐震改修
　耐震診断の結果、上部構造評価点等が1.0未満又は地盤も
しくは基礎が安全でないと診断されたもの。
対象者●耐震診断、耐震改修ともに町内に住所があり、町税及
び水道料金を滞納していない人であって、対象となる木造住宅

に居住している住宅の所有者又はその人の2親等以内の親族
補助金額
■耐震診断
　耐震診断に要した費用の2分の1以内の額(上限5万円)
※千円未満の端数切り捨て
■耐震改修
　耐震改修に要した費用の3分の1以内の額（上限20万円）
※千円未満の端数切り捨て
申込＆問合せ●補助制度を利用する場合には、耐震診断、耐
震改修を実施する前に必要な書類を添えて申請してください。
申請書は、両神庁舎・建設課にて配布しています。また、町ホー
ムページからダウンロードもできます。
　なお、ご利用にあたっては、あらかじめ要綱をお読みいただ
き、内容をご承知のうえご利用ください。
両神庁舎・建設課☎79-1204

危険ブロック塀等の撤去費及び築造費を補助します危険ブロック塀等の撤去費及び築造費を補助します

　町では、道路等に面した危険ブロック塀等の撤去費用及び
撤去後に新たに安全な塀等を築造する費用に対して、補助金
を交付します。
対象物
①道路等に面しているもの
②建築基準法に適合しないもの又は道路等からの高さが0.8
ｍ以上で劣化や損傷があり、撤去する必要があると町長が認
めるもの
対象者●危険ブロック塀等のある敷地又はその敷地に存する
建築物の所有者及び管理者で町税の滞納がない人
補助金額
■危険ブロック塀等の撤去

　1平方メートル当たり5千円を乗じた額と補助対象経費の
額を比較していずれか少ない額(上限10万円）
※千円未満の端数切り捨て
■安全な塀の築造等
　1メートル当たり1万円を乗じた額と補助対象経費の額を比
較していずれか少ない額の2分の1以内の額（上限10万円）
※千円未満の端数切り捨て
申込＆問合せ●事前に両神庁舎・建設課にお問い合わせのう
え、事業を実施する前に必要な書類を添えて申請してくださ
い。なお、申請書等は建設課にて配布しています。また、町ホー
ムページからダウンロードもできます。
両神庁舎・建設課☎79-1204

令和4年度分高校生等通学定期券購入費を補助します令和4年度分高校生等通学定期券購入費を補助します

　公共交通機関を利用して通学する高校生等の皆さんに、令
和4年4月分からの「通学定期券」購入費用の一部を補助して
います。
　対象となる交通機関は、小鹿野町営バス、西武観光バス(株)、
秩父鉄道(株)及び西武鉄道(株)等が運行する各路線です。
※高校生等とは、高等学校生、中学校卒専門学校生及び5年
制の高等専門学校生であって学年が3年生までの人
対象●町内に住所がある高校生等又は県立小鹿野高校に通
う生徒で、同種の補助制度がない市町村に住所のある人
補助金額●通学定期券購入費の半額(100円未満切り捨て)
とし、月額3,000円を限度とします。

申請●令和5年3月31日(金)までに両神庁舎・住民生活課 子育て
包括支援室に申請してください。※年末年始・土・日・祝日を除く
≪申請の際に必要なもの≫
■補助金交付申請書兼請求書
■学生証の写し
■通学定期券の写し(令和4年4月～令和5年3月分)
■領収書もしくはそれにかわるもの
　（金額が記載されている定期券であれば不要）
■通帳など補助金の振込先がわかるもの
問合せ●両神庁舎・住民生活課 
　　　　子育て包括支援室☎75-4101

インフォメーション　広報 おがの広報 おがの　インフォメーション

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

　秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の1市4町と、国、
県、林業関係者で組織する「秩父地域森林林業活性化協議
会」では、秩父産木材の利用促進や普及啓発、人材育成・雇用
に関する事業、さらには森林・林業に関連するイベントへの支
援を行います。
対象事業●下表のとおり(4月1日から令和5年3月31日まで
に実施する事業）
対象者●森林組合、林業事業体、木材関係者、特定非営利活
動法人、住民の組織する団体等

※①～③の補助メニューは、継続事業と認められる場合、平成30年度から数えて3回までの限定となります。
　補助事業の詳細については、「森の活人」ホームページをご覧ください。

木魂神社例大祭の開催中止について木魂神社例大祭の開催中止について

対象区分 補助の目的 補助金限度額

①公共施設や民間住宅等での
　木材利用の推進

②新たな森林産業への支援

③森林・林業分野における
　人材育成・雇用への支援

④森林・林業に関連する
　イベントへの支援

秩父産木材の利用促進及び
普及啓発を図る。

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

新規就労者や担い手の確保、
育成及び従業者の技能向上を図る。

秩父圏域における森林・林業の
活性化やＰＲを図る。

1事業者につき20万円(定額)

１事業につき100万円
(20万以下10/10、
20万円超える部分1/2)

１事業につき100万円
(20万以下10/10、
20万円超える部分2/3)

１事業につき10万円(定額)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々
な困難に直面した皆さんに対し速やかに生活・暮らしの支援
を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり
10万円を支給しています。
給付額●1世帯当たり10万円
対象●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1
月から令和4年9月の間に家計が急変し、住民税均等割が非
課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く

必要書類
・運転免許証、保険証などの本人確認書類
・通帳又はキャッシュカード
・新型コロナウイルス感染症の影響により給与等が減収した
ことがわかる書類
(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書等)
申込＆問合せ●9月30日(金)までに福祉課に申請してくださ
い。申請用紙は福祉課にて配布しています。
保健福祉センター・福祉課☎75-4109

　5月3日(火)に予定されていた木魂神社例大祭は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催が中止となりました。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

補助条件
■補助金の交付終了後も、複数年にわたり活動が継続できること。
■活動内容や技術等に関する情報を広く公開することなど。
交付決定●申請内容を協議会で審査し、予算の範囲内で決定
します。（7月下旬予定)
申込＆問合せ●申請書を5月9日(月)から6月17日(金)まで
に、両神庁舎・産業振興課に提出してください。申請書は産業
振興課にあります。また、ホームページ「森の活人」からもダウ
ンロードできます。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101
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町職員の異動町職員の異動

異動職員(課長職)　
　まちづくり推進室長
　福祉課長
　保健課長
　地域商社推進室長
　【新任】
　技監
　税務課長
　議会事務局長
教育派遣職員
　学校教育課(指導主事)
新規採用職員
　総合政策課
　子育て包括支援室(助産師)
　おがの保育所(保育士)
　福祉課
　おもてなし課
　産業振興課
　学校教育課
新規再任用職員
　保健課(保健師)
　保健課(技術主事)
　学校給食センター（所長）
　図書館・両神公民館(館長)　

　４月１日からの町職員の人事についてお知らせします。

３月31日付け退職者
　保健課長
　学校給食センター所長
　図書館・両神公民館長
　保健課保健師長
　おがの保育所主査(保育士)
　保健課技術主任
　福祉課副主幹
　総合政策課主任
　病院管理栄養士
　【派遣終了】
　技監
　学校教育課(指導主事)
　【再任用任期満了】
　衛生センター行政専門員
　衛生センター行政専門員
　まちづくり推進室行政専門員
　建設課行政専門員
　図書館・両神公民館行政専門員
　おがのこども園行政専門員(保育士)
　保健課技術主事
　

加藤恭浩
栗原勇雄
南　昭一
出浦泰成

常木祥一
嶋田　仁
新井德英

柴﨑　裕

秋山由佑
小池佐和子
村田彩香
芦田美穂
小林　廉
嶋田裕介
霜鳥沙織

須藤裕子
内海久美子
根岸博司
黒沢敏江

大久保築世
根岸博司
黒沢敏江
須藤裕子
八木昌子
内海久美子
篠田あや子
菊池昭宏
山崎佳奈子

井筒　肇
邊見　梓

橋本洋一
永井　勲
浅見良雄
黒沢　功
黒澤信枝
大場秋子
坂本けさ江

5月12日は「民生委員・児童委員の日」5月12日は「民生委員・児童委員の日」

民生委員・児童委員とは
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域住民
の身近な相談相手としてボランティアで活動しています。誰もが
地域で安心して暮らせるよう、高齢者や障害のある人、子育て中
の人等の福祉に関する相談に応じ、必要な福祉サービスを紹介
するとともに、行政等の適切な機関へ橋渡しをする等の活動を
行っています。
　町には44人の民生委員・児童委員がおり、各委員は担当の区
域で活動しています。また、3人の主任児童委員は、児童の福祉を
専門に担当しています。
　民生委員・児童委員には、守秘義務が課せられています。また、
個人の人格を常に尊重することも義務付けられています。何か悩
んだり困ったりすることがあったら、気軽に民生委員・児童委員に
ご相談ください。
　お住まいの地域の委員を知りたい場合は、保健福祉センター・

福祉課へお問い合わせください。
こんな活動もしています
　民生委員・児童委員は、65歳以上のひとり暮らし高齢者への配
食サービスのお手伝いを行っています。この事業は、町の社会福
祉協議会が行っているもので、希望するひとり暮らし高齢者宅
へ、月に１度お弁当等をお届けし、心配事などの相談や体調確認
などを目的に実施されています。
コミュニティFM放送によるPR活動
　5月12日(木)に埼玉県内11の放送局で民生委員･児童委員に
ついての役割、活動内容などを放送予定です。秩父地域では、ちち
ぶエフエム放送（79.0MHz）で13:00から30分間の放送を予定し
ています。
※放送日時は変更になる場合があります。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

小鹿野町の組織・機構図（令和４年度）小鹿野町の組織・機構図（令和４年度）

緑の募金(家庭募金)にご協力をお願いします緑の募金(家庭募金)にご協力をお願いします

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

皆さんのご協力をお願いします。
　なお、集められた募金の50％は(公社)埼玉県緑化推進委員会
を通じて町の緑化事業に利用されます。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

町　　　長

院　　　長

副　町　長

教 育 長

町 議 会

総 務 課

税 務 課

福 祉 課

保 健 課

建 設 課

会 計 課
（会計管理者）　

総合政策課

住民生活課

学校教育課

教育委員会

病院事業管理者

社会教育課

中央公民館

両神公民館

病院事務局

議会事務局

図 書 館

学校給食センター

まちづくり推進室

◆総務担当
◆職員担当
◆自治文化人権担当

◆秘書担当
◆文書法制担当
◆危機管理・防災担当

◆広聴広報統計担当
◆管財担当

◆財政担当
◆契約担当

◆企画政策担当 ◆情報担当

◆管理担当
◆固定資産税担当

◆住民税担当 ◆国保税担当

◆防犯担当

◆農政担当
◆林政担当

◆農業委員会担当
◆自然エネルギー担当

◆管理用地担当 ◆土木建築担当

◆健康増進担当 ◆在宅介護担当

◆工業担当

◆観光担当
◆管財担当

◆商業担当
◆バス運行担当

◆庶務担当

◆社会福祉担当
◆保険担当

◆高齢者福祉担当

◆審査担当 ◆出納担当

◆庶務担当 ◆学校教育担当

◆都市計画担当

◆社会教育担当 ◆文化財保護担当

◆庶務担当 ◆事業担当

◆管理担当

◆庶務担当

◆奉仕担当

◆庶務担当 ◆医事担当

◆社会体育担当

◆住民担当
◆交通安全担当

◆環境衛生担当

◆児童福祉担当
◆児童虐待相談子育て包括支援室

衛生センター

おがのこども園

おがの保育所

子育て支援センター

両神学童保育室

山岳クライミング推進室

地域商社推進室

医事管理課

産業振興課

おもてなし課

◆障害者福祉担当
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ボ ルダリング
～神怡舘ゴールデンウィーク期間中の営業予定～～神怡舘ゴールデンウィーク期間中の営業予定～

～クライミングによるまちおこし～ VOL.33

　小鹿野町クライミングパーク神怡舘はGW期間中、下記のと
おり営業します。
　皆さんのご来場をお待ちしています。

問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805

Let

‘

s Try 

　地域おこし協力隊について、お話を
させていただきます。この制度は、総務
省が平成２１年度に創設したもので、都
市地域から過疎地域等に移住した方
が、概ね１年以上３年以下の期間、地

域ブランドや地場産品の開発・PR等の地域おこしの支援や、
農林水産業への従事、住民生活支援などの地域協力活動を
行いながら、その地域への定住・定着を図ることを目指すも
のです。
　受け入れる地域にとっては斬新な視点（若者等）が得られ
ること、協力隊員の熱意と行動力が地域に大きな刺激を与え
ることや、地方公共団体にとっては行政ではできなかった柔
軟な地域おこし策が進められること、また、協力隊員にとって
は自分の夢に向かって自分の才能・能力を生かした活動がで
きることなどが挙げられます。
　小鹿野町では平成２９年度からこの制度を導入し、現在ま
で延べ１６人の隊員を委嘱し、本年４月現在では１０人の隊員
が活動しています。また、隊員を卒業し町に残られている方が
３人います。委嘱した延べ人数では小鹿野町が埼玉県下で
一番とのことで、全国では約６千人の隊員が活動しています。
　全国の中には限界集落と呼ばれる集落に隊員が入り、地
域の主要産物であった米のブランド化に成功し、限界集落か
ら脱し「奇跡の集落」と呼ばれるようになった成功事例も見ら
れます。私もこの集落に伺い隊員からもお話を伺ったことがご

ざいます。
　小鹿野町の隊員や隊員卒業者の中にも、皆様もご存じか
と存じますが、町の資源を活用した新しい地場産品を開発し、
事業化（六次産品化）に成功している事例も見られます。これ
らの活躍も多くの町民の皆様のご支援ご協力があってできた
ものと思っており、ご支援をいただいた皆様に厚く感謝を申し
上げる次第でございます。
　また、一方では隊員と町民との間でトラブルが発生した
ケースもございます。隊員の活動が理解されなかったり、地域
住民の皆様とのコミュニケーション不足があったりと様々なこ
とが要因として挙げられます。これからはこのようなトラブル
の発生のないよう、隊員もその活動に際しては地域住民の皆
様に十分な配慮を行っていただくとともに、町民の皆様も隊
員の活動にご理解を賜り、温かく見守りご支援をいただきた
いと存じます。
　町としても隊員の活動がしやすいような支援をしっかり行う
ことや、隊員の活動を町民の皆様に良く知っていただけるよう
活動成果発表会の場を設けたり、広報等でお知らせをしてま
いります。
　隊員の皆様は自分の夢を持って、小鹿野町というフィール
ドを生かし、起業等をして町に定住したい意向で活動していま
す。ぜひ、隊員の皆様が活躍してこの町に新しい風をおこして
いただけることを期待しています。

小鹿野町長　森 真太郎

～地域おこし協力隊の活動について～

こ ん に ち は 。 町 長 で す 。

安心してご参加ください!!　
託児所を開設します

期間●4月29日（金）～5月8日（日）
営業時間●10：00～18：00
※5月９日（月）～12日（木）の間は臨時休業します。
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マイナンバーカードの出張申請受付を実施しますマイナンバーカードの出張申請受付を実施します
　町では、マイナンバーカードの普及促進を図るため、町内の企業や地域
団体へ職員が出張訪問し、マイナンバーカードの申請受付を実施します。
対象団体
■小鹿野町内に事業所・事務所を置く企業等
■小鹿野町内の団体（自治会、サークル等）
実施日程
　対象団体に仮予約をしていただき、平日の10:00から16:00までの間で
調整させていただきます。
実施条件
■申請者が概ね5人以上見込まれること。
■申込団体が申請会場及び机・椅子等の準備ができること。
■写真を撮影する場所を確保できること。
※その他、詳細はお問い合わせください。
出張申請での受付が可能な人
■小鹿野町内に住所（住民登録）があること。
■申請日から2カ月以内に小鹿野町外へ転出予定がないこと。

「小鹿野町の小学校再編整備方針及び実施計画（案）」
ホームページ掲載のお知らせ
「小鹿野町の小学校再編整備方針及び実施計画（案）」
ホームページ掲載のお知らせ

　広報おがの4月号でお知らせした小鹿野町教育審議会からの答申を踏
まえて、今後、教育委員会では、各小学校区ごとに「小学校再編整備方針
及び実施計画（案）」について説明会を開催します。説明会では「段階的統
合」と「一斉統合」の計画（案）を説明します。
　事前に確認できるよう町ホームページに計画（案）を掲載しましたので
上記二次元コード又はURLからアクセスしてご覧ください。また、教育委

員会学校教育課窓口でも計画（案）の配布を行っています。ご意見は、説
明会の会場でお受けします。
　なお、各小学校区での説明会日程は、回覧等でお知らせします。
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課☎79-1201
https://www.town.ogano.lg.jp/
shougakkousaihenseibikihonhoushinjisshikeikaku/

■すでにマイナンバーカードの交付申請を行っていないこと。
■申請者本人が会場に来ることができること。（代理人による申請はでき
ません。）
■本人確認書類等の交付申請に必要な書類を持参・提出できること。
　申請受付後、約1カ月程度でマイナンバーカードが作成できます。作成で
きましたら、住所地に書留郵便等で送付します。
　ご利用希望の人は、両神庁舎・住民生活課までお問い合わせください。
また、窓口においても申請の支援を行っていますので、お気軽にお声かけ
ください。
マイナンバーカード窓口（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
※5月21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、ぜひご利用ください。
両神庁舎・住民生活課☎75-1418

おがの若者センター２階研修室が
コワーキングスペースになりました
おがの若者センター２階研修室が
コワーキングスペースになりました

　みどりの村にある「おがの若者センター」の２階研修室が
ネットワーク環境を整えたコワーキングスペースになりまし
た。コワーキングスペースとは、独立して働く皆さんが机・椅
子・ネットワーク設備などの実務環境を共有しながらお仕事
を行う場所です。Wi-Fi、集中スペース、貴重品ロッカーが備
え付けられており、自然に囲まれた雰囲気のなかでお仕事が
できます。
開館時間●9:00～16:30
利用料金の詳細は右記のとおりです。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100
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部屋名 利用時間

コワーキング
スペース
（1人当たり）

体験実習室
（1室当たり）

１時間

9:00～12:30

13:00～16:30

9:00～12:30

13:00～16:30

300円

1,000円

1,000円

600円

600円

※利用には、事前に
「みどりの村おがの
若者センター」に予
約をお願いします。
（予約先：みどりの
村若者センター
☎75-3441）

利用料金 備考

期日 時間

5月13日(金)

5月16日(月)

5月18日(水)

5月19日(木)

5月24日(火)

5月27日(金)

19:00～

19:00～

14:00～

19:00～

19:00～

19:00～

19:00～

信濃石会館

小鹿野町子育て支援センター(旧三田川幼稚園)

小鹿野文化センター

長若生活改善センター

藤倉集会所

小鹿野町役場両神庁舎・3階

会場

～町民ファーストを目指して～ 町政懇談会を開催します!!～町民ファーストを目指して～ 町政懇談会を開催します!!

　町では、町民の皆さんと町の将来像や地域の課題などについて、率
直な意見交換をする場として町政懇談会を下記の日程で開催します。
　皆さんからの声を大切にし、町民ファーストの町政運営に努め
てまいりますので、ぜひ大勢の皆さんにご参加いただき、皆さんの

『声』をお聴かせください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、開催が延
期になる場合があります。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1221

※対象区域の指定はありませんので、都合の良い会場でご参加ください。

　子育て中の皆さんが安心して町政懇談会に参加
できるよう、下記の会場内に託児所を開設します。
　お気軽にご利用いただき、町政懇談会へご参加く
ださい。
■5月18日(水)14:00～ 
小鹿野文化センター・和室(2階)
※保育士及び保健師がお子さんをお預かりします。

ここからアクセス➡



税務課からのお知らせ税務課からのお知らせ

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

スマートフォンアプリで納めることもできます。5月31日(火)の納期限
までに忘れずに納めてください。

　身体又は精神に障害のある人(障害者と同一生計)は、障害の程度
により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
　令和4年度の減免を受けようとする人は、5月31日(火)の納期限ま
でに減免申請書を両神庁舎・税務課へ提出してください。減免申請書
を提出される人は、納税通知書、障害者手帳、運転免許証、車検証、
印鑑、個人番号の記載書類(マイナンバーカード・通知カード等)が必

要となります。
　なお、減免は１人につき１台の自動車に限られていますので、自動
車税(種別割)の減免を受けている人は、軽自動車税(種別割)の減免
は受けられませんのでご注意ください。
※自動車税等の減免については、秩父県税事務所(☎23-2121)まで
お問い合わせください。

　令和4年度の町県民税所得・課税（非課税）証明書は6月1日（水）か
ら交付します。なお、証明書が必要な人と同一世帯でない人が証明
書を取得しようとする場合には委任状が必要です。

　また、マイナンバーカード、住基カードをお持ちの人はコンビニエ
ンスストアのマルチコピー機でも証明書が取得できますので、ぜひご
活用ください。

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

　暖かくなってきて、ミツバチも元気に飛び回っ
ています。
　不慣れでうまくいかない事も多く、学ぶ事だら
けですが、ミツバチたちを見ていると、自分も頑
張ろうという気持ちになります。(金子)

本  奈代子 ･ 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 ･ 金子 小百合

もと　　   なよこ　　　   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　　  かねこ　　   さゆり

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！ ➡

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.59VOL.59

　両神薄地内の古民家 通称「えみちゃん家」の作業場をリノベーショ
ンしました。
　壁には杉板を貼り、照明はダクトレールのスポットライト型に交換。
　スッキリして大満足です。(御田)

　3月12日（土）に大人の学校「未来の農業～自然栽培を例に～」
の最終回が開催されました。今回は皆で夏野菜の種をポットに蒔
きました。第4回でつくった育苗用の発酵腐葉土の匂いを嗅ぎな
がら種おろし。土の感触を確かめながら掌で鎮圧。春の萌芽を祈
りました。(掛川)

　伊豆沢地区にて地域住民の方と退任後に向けてキャン
プ場+畑の開設に向けて休耕地整備などの活動を開始い
たしました。
　今後はキャンプをしながら栽培や里山体験できるアウト
ドアフィールドにしていきたいと思っております。まずは開
墾して山椒の苗の栽培を始めています。(佐々木)

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

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

令和4年度町県民税所得・課税（非課税）証明書の交付開始日令和4年度町県民税所得・課税（非課税）証明書の交付開始日

集落支援員からのお知らせ集落支援員からのお知らせ

　小鹿野町集落支援員として活動している元地域おこし協力隊の
太田誠です。私は、両神地区・両神農林産物直売所を中心に住民の
方々の生活状況調査や両神農林産物直売所の売上向上、小鹿野町
のPR等をおこなっています。主な活動の一つは、両神農林産物直売
所の産直宅配（おがのベジタブル）です。旬の野菜を8月、10月、12
月にお客様に発送する事業です。この産直宅配の計画、生産者との
連絡調整、梱包・発送、同封レシピの作成をおこなっています。お客
様にはとても喜んでいただき継続したい事業の半面、両神農林産物
直売所の生産者の高齢化、生産量減少を肌で感じています。そんな
中で、令和3年度は若い人が農業に興味があるか？を調査したいと
考えました。小鹿野中学校にご協力いただき、中学生向けの農業に

関するアンケートを実施させていただきました。その結果、若い世
代は農業に興味・関心をもてるほどの情報がないという予測をする
ことができました。アンケートの中に、小鹿野町で生産されている農
作物を知っていますか？という問いがあり、一番多い回答が「きゅう
り 113人」、2番目に多い回答は「わからない 109人」でした。農業に
関わる方の近くにいると、小鹿野町はきゅうり以外にも色々な作物
を作っていることを知ります。令和4年度は、町内の方にも興味を
持ってもらえるようなインターネットを使った両神農林産物直売所
のPRを考えていきます。もし町中で見かけたらぜひ気軽に声をかけ
ていただき、ご意見などお話しいただければありがたいです。今後と
もよろしくお願いいたします。

水道管漏水調査のお知らせ水道管漏水調査のお知らせ

　水道管の漏水を早期に発見するため、漏水調査を実施します。
　調査の際には、秩父広域市町村圏組合水道局が委託した漏水調
査員が、宅地内のメーターボックスがある場所まで立ち入る場合が
あります。漏水調査員は、組合で発行した身分証明書を携行し、腕章
を着用しています。ご理解とご協力をお願いします。
調査時期●令和5年3月31日（金）まで
調査時間●【宅地内】8:30～17:00

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

副町長就任副町長就任

　3月議会定例会において、議会の同意を得て小鹿野町副町長
に持田孝史氏が就任されましたので紹介します。

副町長
持田孝史さん(新)
(令和4年4月1日就任)

集落支援員　太田　誠集落支援員　太田　誠

問合せ●両神庁舎・税務課☎75-4125

※自動車税(種別割)は、町役場で納めることができませんので、
金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。詳しくは
埼玉県税務課（☎048-830-2658）までお問い合わせください。

アリオ上尾での小鹿野町物産販売 西武池袋本店での小鹿野町PR 両神農林産物直売所の様子
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子育て支援　広報 おがの広報 おがの　子育て支援

※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

　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。5月
の事業も状況により変更となる場合もありますので、ご了承く
ださい。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。5月
の事業も状況により変更となる場合もありますので、ご了承く
ださい。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

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
おがのこども園

　4月4日（月） 入園式では、お祝いにかけつけた“お
がニャッピー”の登場や年長児が作ったアンパンマ
ンのペンダントをもらい“えがお いっぱい”の新入
園児26人でした。

おがの保育所
　4月5日（火）15人の新入所児を迎え、対面式を
行いました。
　新しいお友達、新しいお部屋、楽しいことが
いっぱい。みんなで仲良く遊びましょうね。

エプロンシアター「おおきなかぶ」～うんとこしょ、
どっこいしょ～最後におおきなかぶが抜けました。

小さいお子さんもお母さんと一緒に、
喜んで見ていました。

ベビーマッサージ
わらべうたにあわせて赤ちゃんをマッサージ。
親子で心地よい時間をすごせました。

砂遊びや鬼ごっこ等、元気いっぱいに遊んでいます。 

　安心して子育てができるように、産後のお母さんに心身のケアや育児の
サポートを行います。退院後にゆっくり休養する、助産師等から授乳や育
児などの指導を受けることができるサービスです。事前に申請していただ
き、利用の際には利用料がかかります。詳しくは町ホームページをご覧い
ただくか、子育て包括支援室にお問い合わせください。
●宿泊型：産婦人科医院に宿泊して、休養しながら育児や授乳の相談がで
　　　　  きます。
●通所型：助産院で、日帰りで休養しながら育児や授乳の相談ができます。
●訪問型：助産師が訪問しますので、ご家庭で育児方法が学べます。

令和４年度から新たに
「産後ケア事業」が始まりました

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
内容●助産師さんからの育児アドバイスや母乳相談
※来所順で行います。
5月の巡回日
■5月6日（金） 長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■5月11日（水） 小鹿野町子育て支援センター
■5月13日（金）、27日（金） 秩父市子育て支援センター（下郷児童館内）

　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 な々ピンチをチャンスに変えて、産前より私らしく輝けることを目指します。
日時●5月16日(月)、30日（月）全2回　どちらも10:00～12:00
場所●子育て支援センター　　
内容●産後の体やこころの変化について・産後の骨盤ストレッチ・姿勢や呼
吸法・骨盤にやさしい抱っこの仕方・座談会等
対象●産後1カ月から12カ月までの母親　　定員●6人
講師●助産師　　申込●5月12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～

はぐくみ相談（運動）（予約制）
　からだの使い方や発達について理学療法士が個別相談に応じます。予
約制のため事前にお申し込みください。
日時●5月27日(金)9:40～15:30　　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

はぐくみ相談（ことば）（予約制）
　ことばの発達について言語療法士が個別相談に応じます。予約制のた
め事前にお申し込みください。
日時●5月31日(火)9:40～15:30　　場所●けんこう交流館（旧児童館）
対象●ことばの発達について相談したい就学前のお子さんと保護者

　母子手帳機能のアプリで、町の子育て情報の発信もしています。ご利用ください。

母子手帳アプリ「ほっと子育ておがニャプリ」

☎７５-０５５０
親子で遊びに来てね。
待っています。

応援します！

あなたの子育て

日時●毎日　9:00～16:00
場所●赤ちゃんの部屋・ホール・庭
内容●親子で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。危なくないようお互い注
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

開放
日時・内容●10：00～11：30
①5月13日（金）計測・発育相談(保健師)
②5月20日（金）離乳食試食体験(管理栄養士)※予約制
③5月27日（金）手形足形・ふれあい遊び（保育士)
持ち物（20日のみ）●家庭で使っているスプーン、食器、口拭き、ビニール袋
対象●1歳未満のお子さんと保護者

すくすく

日時●5月17日（火）10：00～11：30
対象●2歳～3歳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
申込●開催前々日までにお申し込みください。

年齢別講座てくてくじゃんぷ　＊予約制

日時●5月18日（水）10：00～11：30
対象●1歳半～3歳のお子さんと保護者　6組
持ち物●着替え、タオル、ビニール袋、水筒
申込●定員になり次第締め切ります。

お庭で遊ぼう（さつま芋苗挿し）　＊予約制

日時●5月19日（木）10：00～11：00
内容●親子体操や親子遊びを一緒にします。
対象●1歳～3歳のお子さんと保護者

親子ふれあい遊び

日時●5月25日（水）10：00～11：30
内容●同じ歳のお子さんをお持ちの皆さん一緒に遊びましょう。初めての人も
大歓迎です。
対象●令和2年4月～令和3年3月生まれのお子さんと保護者　8組
申込●定員になり次第締め切ります。

ともだちになろう♡　＊予約制

日時●5月26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

サーキット遊び

日時●5月31日（火）10：30～11：30
内容●4月～5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。みんなでお祝いしてあげましょう。
誕生月のお母さんにもプレゼントがあります。ぜひ遊びに来てください。
対象●0歳～3歳のお子さんと保護者

誕生会　＊予約制

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

にこにこタイム

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●5月25日（水）

子育て相談(電話・面談・オンライン)

日時●5月6日（金）9：45～11：00
内容●母の日のプレゼントを作ります。
対象●0歳～3歳のお子さんと保護者　12組
申込●定員になり次第締め切ります。

母の日制作　＊予約制

日時●5月10日（火）10：00～11：30
対象●１歳のお子さんと保護者　6組
持ち物●着替え、タオル、ビニール袋、水筒
申込●開催前々日までにお申し込みください。

年齢別講座よちよち　＊予約制

日時●5月12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ご用意していま
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歳以上のお子さんと保護者

発育測定・栄養相談

日時●5月11日（水）、24日（火）、6月1日（水）
全日10：00～11：30
対象●0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
申込●各開催日前々日までにお申し込みください。

お庭で遊ぼう（砂遊び・お庭の散策）　＊予約制

子育て支援
センター情報
子育て支援
センター情報

みんなおおきくなったね！
人形劇も楽しかったね

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」を会場に読み聞かせ事業『おはなし
ひろば』を実施しています。町内在住の対象年齢ならどな
たでも参加できます。お待ちしています。
日時●5月28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、ペープサート
対象●町内在住の幼児（親子）から小学校低学年

「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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※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。

　「なぜ？どうして？」と感じたことを、図書館や学校図書館などの資料を使って、
調べまとめた作品を募集します。さあ「調べる」に挑戦してみよう。
募集部門●小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部
募集期間●9月1日（木）～10月5日（水）
募集作品●作品のテーマは自由です。まとめた作品には、使用した参考資料のリ
ストや図書館名を記入してください。　
サイズ・・・小学生：B4サイズまで　中学生：A4サイズまで　
 50ページ以内（目次、参考文献を除く）
　また、下記にあるとおり「調べる学習コンクールの応援講座」を開催します。
　今回は「テーマ探し」について学習します。
　コンクールの詳細は、後日配布予定のチラシをご覧ください。

テーマ探しに役立つ本テーマ探しに役立つ本テーマ探しに役立つ本テーマ探しに役立つ本テーマ探しに役立つ本

第7回 小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール第7回 小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール第7回 小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール第7回 小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール第7回 小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール

　調べる学習・自由研究、やってみたいけどテーマってどう探せばいいの？
　テーマ探しの方法、コツ、テーマのしぼり方を勉強します。
日時●5月21日（土）14:00～15:30
場所●両神ふるさと総合会館１階・研修室Ａ
対象●小学生及び保護者
参加費●無料 　　定員●10人
講師●図書館職員　　持ち物●筆記用具、ノート
申込締切●5月20日（金）

調べる学習応援講座 その１　《テーマ探し編》調べる学習応援講座 その１　《テーマ探し編》調べる学習応援講座 その１　《テーマ探し編》調べる学習応援講座 その１　《テーマ探し編》調べる学習応援講座 その１　《テーマ探し編》
【テーマ探しのヒント】
その１　テーマは､毎日の生活の中にたくさんあります。自
分の家の近くや学校のまわり、よく行く遊び場など観察し
てみましょう。自分の好きなものや疑問に思っていること
などを中心に考えてみるといいですよ。
その2　考えたこと思いついたことを紙に書き出してみま
しょう。書き出した中から自分が興味を持って調べられそ
うなこと、調べてみたいことを選びましょう。

町立図書館
町立図書館分室

月曜日（2、9、16、23、30日） 金曜日（20日）
土曜日（7、14、21、28日） 
日曜日（1、8、15、22、29日）
祝日（3、4、5日）

5月の
休館日

問合せ●町立図書館☎79-0150
　　　　町立図書館分室☎070-1303-4095
　　　　（平日13:30～16:30）

　本を読んで、感動したこと、心に残ったこと、考えたことな
ど、心に浮かんだシーンを絵に描いてみよう。
募集部門●小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生
の部
募集期間●9月1日（木）～10月12日（水）
募集作品●用紙・・・画用紙・ケント紙・マニラ紙・ボール紙の
いずれか（厚みのあるものは不可）
画材・・・絵の具・クレヨン・パステルなど自由　版画・はり絵も可
サイズ・・・36ｃｍ×25ｃｍ以上　55ｃｍ×40ｃｍ以下

第4回小鹿野町読書感想画コンクール第4回小鹿野町読書感想画コンクール第4回小鹿野町読書感想画コンクール第4回小鹿野町読書感想画コンクール第4回小鹿野町読書感想画コンクール

図書館へいこう！３
テーマって・・・
どうやってきめるの？
赤木 かん子　文
すがわら けいこ　絵　
ポプラ社　K010ト

　テーマの探し方、しぼり方や百科
事典の使い方がわかる本です。　

ちくまQブックス
マイテーマの探し方
探究学習ってどうやるの？
片岡 則夫　著
筑摩書房　K375カ

　題材選びから資料の探し方など、マイ
テーマを探すヒントが詰まった本です。
　　

日時●5月29日（日）9:00～（受付8:30～）
場所●小鹿野中学校第一体育館
問合せ●小鹿野文化センター･社会教育課☎75-0063

町民インディアカ大会
日時●【少年の部】6月5日(日)8:30～
　　　【一般の部】6月12日(日)8:00～
場所●両神山村広場B(少年)、下小鹿野運動場･両神山村広場
A(一般)
問合せ●小鹿野文化センター･社会教育課☎75-0063

町民ソフトボール大会

日時●5月28日(土)13:30～16:30
場所●両神ふるさと総合会館･調理室
講師●地域おこし協力隊　佐々木 均さん
内容●秩父郡市内でとれるカエデの樹液についての座学を行
います。また、実際に樹液からメープルシロップを作り、紅茶に
入れて味を楽しみます。
費用●1,000円程度　　
定員●10人
対象●中学生以上
持ち物●エプロン、三角巾、マスク
申込＆問合せ●5月9日(月)～20日(金)の間に両神公民館へお
申し込みください。
両神ふるさと総合会館･両神公民館☎79-1311

秩父メープル勉強会

日時●6月10日(金)、24日(金)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●5月9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。作品点数の制限はありません。
小鹿野文化センター･中央公民館☎75-0063　FAX75-0032

川柳教室

　読んだ本にある絵をまねたものや、挿絵やポスター・映
画・ＤＶＤなどの一部分を描いたものは審査の対象となりま
せん。
その他●詳しくは、後日配布予定
のチラシをご覧ください。
　夏休みに「読書感想画コンクー
ルの応援講座」を開催します。
　興味のある人はぜひご参加く
ださい。

生涯学習
コーナー

©図書館振興財団

【①絹本着色十六善神像】
　「絹本着色十六善神像」（町指定有形文
化財[絵画]）は、般若の横山観音に伝わる釈
迦如来と十六善神を描いた3幅対の掛軸
で、明治時代の神仏分離までは、大般若十
六善社（現在の日本武神社）に伝わっていた
とされます。
　今回の修理では、汚損の除去、破損・欠失
箇所に補絹、裏打ちを行い、軸装を額装に改
めました。この修理により、３幅が広げられる
ようになり、画像の状態も良くなりました。
令和3年度総経費1,453,485円（内町補助
金726,000円）

問合せ◆教育委員会・社会教育課☎75-0063

【②木造虚空蔵菩薩坐像】
　「木造虚空蔵菩薩坐像」（町指定有形文
化財[彫刻]）は、両神小森大谷に所在した
大谷山能満寺の本尊と伝えられ、「新編武
蔵風土記稿」にも記述があります。
　今回の修理では、像本体・台座・光背す
べてを解体して、汚れの除去や欠損・脱落
箇所の修理を実施しました。
令和3年度総経費1,506,494円（内町補助
金753,000円）

　令和3年度に実施した文化財保存修理事業のご紹介第一弾です。

文化財ノートNo.49

令和3年度文化財保存事業報告①

▲虚空蔵菩薩坐像(修理後)
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病院だより　広報 おがの

　新年度あけたかと思ったら、もう1カ月が
経ちました。新たな状況に置かれた方々、
少しはその環境になじめたでしょうか？
　さて、人生にはいくつもの節目がありま

す。この春がまさにその節目ですという方も多いことでしょう。
今回はその「節目」について考えてみます。
　節目にはお宮参りや七五三、入学、就職といった多くの方
が通る道もあれば、結婚、出産というおめでたい場合、還暦や
喜寿、米寿などの年月の経過によるものもあります。一方で病
気、別れ（死別）などつらい出来事のこともあるでしょう。その
節目の節の大きさは小さなものから大きなものまで様々で、時
には経験したことのないほどの大きな節の場合だってありま
す。時間の経過とともに節目の見方が変わることもあるかもし
れません。
　ある記事で仮面女子というアイドルグループのメンバーの猪
狩ともかさんという方を知りました。彼女は不幸にも強風にあ
おられた看板の下敷きとなり、脊髄損傷という大きなけがに
見舞われます。それ以降彼女は自力で立つことはできなくなり
ますが、懸命のリハビリにてなんと4カ月後に車いすでアイドル
復帰を果たします。受傷後はしばらくその状況を受け入れるこ
とはできなかったとのことですが、周囲の方から多くの励まし
を受け、「私は生きています。このことだけは何にも代えること
のできない神様からのプレゼントだと思っています。その分試
練も与えられたけど、きっと越えられない試練は与えないは
ず」「これからどんなことがあっても、向日葵のように上を向い
て楽しくて幸せな人生を歩んでいく。そして毎日を丁寧に大切
に生きていきたい」（本人のブログより）と述べていました。車
いすでアイドルに復帰することで多くの人に希望を与えた彼女
の努力は一言では語りつくせません。脊髄損傷という私たち

の日常からは考えられない大きな節目、それをプラスの見方
でとらえた彼女の生き方に感銘を受けます。
　そんな折、家の壁に掲げてあったカレンダーの言葉が目に
留まりました。

　してもらう幸せ
　できるようになる幸せ
　してあげる幸せ
　（鍵山秀三郎：イエローハット創業者）

　子どもが何かしてもらったときの笑顔、さらに自分でできるよ
うになった喜びを体全体で表している姿は本当にほほえまし
いものです。また、誰かのためにしてあげることを喜びと感じて
いる人も多くみられます。素晴らしい生き方です。アイドルとして
多くの人を幸せにしてきた猪狩さん、何もできなくなった状態
から少しずつできる幸せを取り戻し、気づいてみれば今まで
以上に幸せを振りまいている気がします。
　歳とともに身の回りのことができなくなっていく人もおられる
でしょう。でもきっと今までいろんな人のお世話をしているはず
です。できなくなっても悲観せず、してもらう幸せを感じながら過
ごせるといいですね。人は成長とともに幸せの向きが自分か
ら他者へ移り変わっていく。そんな変化の中に、人生の節目が
ある気がします。
　新年度が始まって1カ月。今月は皆様にとって、どんな節が
あるのでしょうか。くれぐれもお体には気を付けてお過ごしくだ
さい。

院長　内田　望

思いつくまま
　気のむくまま

61・・・ドクター内田のひとりごと・・・

　最新の休診情報は、町立病院のホームページ「診療日カレンダー」でお知らせしています。
※休日急患当番医は広報おがの22ページをご覧ください。

休診
　5月3日(祝)～5日（祝）　休診日
　5月6日(金) 総合診療科　植木Dr.　
　5月19日(木) 耳鼻咽喉科　水足Dr.
　5月26日(木) 耳鼻咽喉科　水足Dr.
  総合診療科  担当医（午後）　
 5月27日（金)　総合診療科　山下Dr.　

外来からのお知らせ

節目

発熱したとき、どうしよう？発熱したとき、どうしよう？

新任医師紹介新任医師紹介

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

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。

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

小島巧実先生からのメッセージ

栃村亮太先生からのメッセージ

　はじめまして。今年度から小鹿野中央病院に赴任しました小島巧実と申
します。さいたま市大宮区で育ち自治医科大学を卒業、さいたま赤十字病院
で初期研修を修了した後、秩父市立病院で2年間勤務いたしました。秩父郡
市での生活は3年目となります。
　余暇にはロードバイクをこいでおり、この2年間は千束峠、志賀坂峠、土坂
峠、両神簿と小鹿野町の山々に心身ともに鍛えていただきました。花菖蒲、
節分草、ダリアといった花々やホタルの見物などでも度々うかがっており、
きっと皆さまとお会いしたこともあるかもしれません。これからよりたくさん
の小鹿野の魅力を教えていただければ幸いです。
　保健・福祉といった行政との連携が全国的にも有名な小鹿野町の医療に
携わることで、より包括的に皆様の生活を支えられる医療者となるべく学
ばせていただきます。日々精進し皆様のお役に立てるよう励みますので、ぜ
ひご指導ご鞭撻いただきますようよろしくお願い申し上げます。

　はじめまして。今年度から小鹿野中央病院の総合診療科に勤務させてい
ただく、栃村亮太と申します。恐縮ながらも、この場をお借りして小鹿野町の
皆さんにご挨拶をさせていただければと思います。
　私は高校生の頃、地域医療や在宅医療専門の医師を志し、院長の内田先
生や山下先生と同じ自治医科大学に入学しました。その学生時代に何度か
こちらの小鹿野町で研修をさせていただいた際、自然豊かな土地柄や皆様
の人柄にひかれ、卒業後は小鹿野中央病院で勤務させていただきたいと
思っておりました。今年度、それがまさに現実となり、大変嬉しく思います。
　まずは、このコロナ禍で皆様に可能な限り健康な生活を送っていただけ
ますよう尽力させていただきます。また、日常生活でのちょっとした体調不良
をはじめ、通院や入院が必要な病気まで幅広く対応させていただきますの
で、ぜひ、お気軽にご相談いただけますと幸いです。勤務当初はご面倒をお
かけすることもあるかもしれませんが、精一杯努力いたしますので、これか
らよろしくお願いいたします。
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対象●35歳以上の国民健康保険加入者、75歳以上の後期
高齢者医療保険加入者
検査項目●身体計測(身長、体重、腹囲)、血圧、血液検査、診
察、心電図
がん検診(希望者)●胸部レントゲン、肺がん(喀痰細胞診)、
大腸がん
その他検査(希望者)●前立腺(PSA検査50歳以上)、肝炎
(B、C型)ウイルス検査40歳
費用●無料（ただし、がん検診、その他検査は年齢によって
費用がかかります。70歳以上は無料です。）
申込●5月6日(金)から、電話で受け付けます。（必ず予約が必
要です。）受け付け後、受診に必要な一式（受診券、受診票、体
調確認シート、尿検査容器、レントゲン問診票）を郵送します。
受診方法●郵送された一式について、内容を確認のうえ、当
日持参してください。
受付時間●いずれの会場も13:00～14:00
その他●けんこう交流館(旧児童館)及び両神ふるさと総合
会館は、40人までです。申込状況により、受診日を調整する場
合があります。送迎バスの運行はありません。

お知らせ
　保健課が主催する、健診や教室、講演会等は新型コロナウイルス感染症予防対策のため、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。なお、感染拡大状況によっては、中止になる場合があります。

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。

要予約
国民健康保険加入者及び
後期高齢者医療保険加入者の健診を実施します

特  集

　5月31日はWHO（世界保健機関）より定められた「世界禁煙デー」です。また、厚生労働省では5月31
日～6月6日を「禁煙期間」と定めています。
　受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、
その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことを言います。
　全国で年間約1万5千人の人が受動喫煙が原因で亡くなっています。望まない受動喫煙の対策はマ
ナーからルールへ変わっています。喫煙する人がルールを守り、望まない受動喫煙を予防しましょう。

[受動喫煙と関連が確実と言われている疾患]
①肺がん
②狭心症や心筋梗塞などの心疾患
③脳卒中
④乳幼児突然死症候群

なくそう！望まない受動喫煙　5月31日は世界禁煙デー

期日 実施場所 申込締め切り

5月30日(月)

5月31日(火)

6月6日(月)

6月7日(火)

6月9日(木)

6月10日(金)

6月11日(土)

6月13日(月)

6月14日(火)

6月21日(火)

6月27日(月)

6月28日(火)

5月20日(金)

5月30日(月)

6月13日(月)

6月20日(月)

6月3日(金)

小鹿野文化センター

小鹿野文化センター

小鹿野文化センター

けんこう交流館(旧児童館)

両神ふるさと総合会館

小鹿野文化センター

小鹿野文化センター

Hp4

Hp4

新型コロナウイルスワクチン接種のご案内

Hp1 Hp1

　新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）は、2回目のワク
チン接種をした12歳以上の人で、2回目接種日から6カ月以上経過した
日から接種できます。また、1、2回目接種も引き続き接種が可能です。ご
希望の人は予約をお願いします。ご不明な点がありましたら保健課へ
お問い合わせください。

オレンジカフェ「笑顔」
　認知症の人や家族が気軽に出かけられ、地域の皆さんと
の交流を深める場です。
日時●5月10日(火)13：30～14：30
場所●長寿ハウス
申込●初めて参加を希望する人は、保健課へご連絡ください。
※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。

認知症予防教室
　認知症予防を目的として月1回（全12回）の教室です。
　月毎に内容を変えて、運動や音楽を取り入れた楽しい予防教室です。ぜひご
参加ください。
日時●5月24日（火)13：00～15：00
場所●文化センター・大会議室
対象●65歳以上で、認知症予防に取り組みたい人　　定員●30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。

「週2回の運動」を習慣にしましょう！
運動チェックカレンダーをご活用ください

　運動習慣を身に付けるために、運動
チェックカレンダーを使用してみません
か。1年間、カレンダーを記入すること
で、いきいきおがの健康ポイントが最大
12点貯まります。ぜひこの機会に運動
習慣を身に付け、健康ポイントも貯めま
しょう。

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

HPV（ヒトパピローマウイルス）のお知らせ
　HPVワクチンは、HPVの感染を予防します。また、公費で受けられ
るHPVワクチンは、子宮頸がんの原因の50～70％を防ぐことができ
ます。
　接種対象者は、令和4年度に小学校6年生から高校1年生相当にな
る人ですが、積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した平成9年度
生まれから平成17年度生まれまで（誕生日が1997年4月2日～2006
年4月1日）の女子も令和4年度から6年度までの3年間期間限定で
キャッチアップ接種の対象者となります。
　対象者には、順次個別通知でお知らせします。ご不明な点がありま
したら、保健課へお問い合わせください。

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）

※秋の集団健診は10月に予定しています。

※今年度の胃がん検診(集団)は、上記のみとなります。

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

　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症予防対策の
ため、参加人数を制限して実施します。
※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。
※費用は、70歳以上は無料です。
※申し込みは各検診とも、5月6日(金)から受付開始です。電話でお申し込みください。

がん検診（集団）申し込みを開始します

検診日 受付時間場所

小鹿野文化センター

12:30～14:00 20歳以上の町民 各検診35人

乳がん検診
1,200円、
子宮頸がん検診
800円

両神ふるさと総合会館

小鹿野文化センター

6月1日（水）

7月13日（水）

9月12日（月）

10月27日（木）

11月24日（木）

【乳がん・子宮頸がん検診】

【胃がん検診】

対象 定員 費用

検診日 受付時間場所

両神ふるさと総合会館 8:00～9:30 35歳以上の町民 35人 900円7月13日（水）

対象 定員 費用

健康ステップアップ教室
　今まで自分の健康について考える時間が取れなかった人へ
　年を重ねていくと共に身体は変化をしていきます。
　変化の仕方によっては生活習慣病にかかったり、筋肉量の減少によ
り、腰痛、膝痛、体力の減少などの症状が出てくることもあります。それ
らの症状を放っておくとだんだん身体が思うように動かなくなり、将
来、生活することが大変になる可能性があります。そのきっかけは40代
～60代の若い時の生活習慣です。
　将来の自分の健康な身体のために今から運動・食事から健康につい
て学び、できることから実践していきましょう。この教室は筋力トレーニ
ング、有酸素運動の体験、食事について学び、調理で実践する方法を学
んでいきます。

日時●5月～9月　毎月第3金曜日／全6回
（内1回のみ第1金曜日）10:00～11:00
場所●いきいき館　　対象●40歳以上の町民　　定員●15人
内容●内容は新型コロナウイルス感染症感染拡大状況により、変更に
なることがあります。
5月：体力測定・健康について学ぶ
6月：筋力トレーニング
7月：栄養講義（食事バランスや望ましい量、たんぱく質摂取の必要性
について）
8月：調理実習
9月：①ステップ体操（有酸素運動）（第1金曜日）
　　②体力測定・他の教室の紹介
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『交流会』に参加してみませんか？
　様々な活動を通じて、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●5月20日(金）10：00～11：00
場所●けんこう交流館（旧児童館）
対象●精神疾患で治療中の人、人前に出るのが苦手と感じている人等
内容●お話し会・軽い運動など
申込●5月18日(水)までにお申し込みください。

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●5月17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
申込●初めて参加を希望する人は、保健課へご
連絡ください。

■ステップ体操教室（新規）募集
　今までにステップ体操を一度もやったことがない人が、ス
テップの動きを学ぶ教室です。
日時●5月6日(金)10:00～11:00
場所●いきいき館
対象●20歳以上の町民で、これからステップ体操を始める人
定員●15人
持ち物●室内履き(運動靴)、タオル、水分補給、マスク（動き
やすい服装で参加ください。）
申込●前日までに保健課へお申し込みださい。

　新型コロナウイルス感染症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

①5/6(金)・18(水)
②5/6(金)・18(水)
③5/11(水)・25(水)
④5/6(金)・19(木)
⑤5/12(木)・26(木)

5/23(月)

 15:15～16:15
 15:00～16:00

 14:00～15:00

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
新規参加者は②③④⑤
へ申込可能
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(1カ月に1回
のみ参加可能)　
体調確認シート、運動の
できる服装、飲み物、タオ
ル、マスク　

ストレッチ体操、
筋力トレーニング、
ステップ体操
動画を見ながら、体
操を行います。

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
（動画）

5/6(金)
※新規のみ
10:00～11:00
5/13(金)・27(金)

①9:30～10:30
②11:00～12:00
③14:30～15:30

いきいき館

18:00～20:00 いきいき館高精度体組成計
測定日

骨密度・高精度
体組成計
測定日

5/18(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）

5/19(木)・24(火)
（どちらか1日の参加）

■いきいき館開放日
　初回講習会を受講した人は、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。

Hp1

Hp1

Hp1

Hp1

Hp1

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●5月16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

■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）

　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・まちづくり推進室
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

移住相談
問合せ／まちづくり推進室 ☎26-6581

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様々です。
一緒に考えていきますので、ご相談く
ださい。
日時●5月23日(月)13:00～16:00
相談員●公認心理師
場所●保健福祉センター
こころの悩み何でも相談
日時●5月16日(月)、30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。

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

物忘れなどの生活の不安・介護全般
日時●①5月10日(火)、24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

■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

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)

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

隔月(奇数月)実施
日時●5月17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。

法律相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

相談内容
　相続の手続き・遺言の書き方、高齢
者の財産を保護する成年後見、クレ
ジット・サラ金の整理など。
隔月(偶数月第3水曜日)実施
日時●6月15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。

登記・法律相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

　「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。

人権相談
問合せ／総務課 ☎75-1221

※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。5月の予約が必要な教室

■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。
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右手2指を小さく回します。左手掌の脇で、掌を向き合わせて

簡単な手話を覚えましょう簡単な手話を覚えましょう

右へ移動しながら繰り返します。水平に置いた両手を引き寄せ、
親指側を付け合わせる動作を

【旅行】
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/ryk.php
【連休】
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/rnk.php

　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）

旅行 連休

※ご家族の同意をいただいた人のみ掲載しています。
（同意書届出順）

お悔やみ申し上げます
《3月中の同意書届出・敬称略》

３月
1日

3日

3日

3日

4日

14日

18日

18日

19日

23日

長留

長留

両神薄

両神薄

両神小森

両神薄

飯田

下小鹿野

下小鹿野

小鹿野

杉田 梅子（91)

豊田 ワシヅ（101）

坂本 哲男（87）

久保 ヒロ子（92）

森越 勝治（90）

出浦 恒雄（89）

強矢 カネ（93）

隝田 功（77）

竹内 芳一（92）

新井 新一（74）

ご出産おめでとうございます
《3月中の同意書届出・敬称略》

2月
28日 下小鹿野内田 琥翔（英伸)

くう  と

３月
20日 両神薄今井 詩乃（雅大)

し　の

齋藤ミヨさん（長留）
大正11年3月20日生

新井タケさん（下小鹿野）
大正11年3月25日生

旅行 連休

祝悼

第43回

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

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

阿保町
相生町
長瀞町
横瀬町
小鹿野町
阿保町
小鹿野町
東町

☎22-6329
☎26-7001
☎66-1000
☎24-0160
☎75-2332
☎23-1300
☎75-2332
☎22-0270

大谷津医院(内･小)
あいおいクリニック（内･消内）
長瀞医新クリニック(内)
荒舩医院(内)
小鹿野中央病院(内)
秩父生協病院(内)
小鹿野中央病院(内)
健正堂医院(内･外)

診療時間／8:30～翌日の8:30

※医療機関の都合で変更になることがあります。消防署西分署(☎72-0119)でご確認ください。
※平日、休日の救急医療体制については、秩父郡市医師会ホームページでもご確認できます。

※18:00以降は必ず電話でご確認のうえ、受診して
ください。

期日

和泉町秩父病院

桜木町秩父市立病院

●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

　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

　心と体の様々な相談に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

5月1日
3日
4日
5日
8日
15日
22日
29日

5月1日
3日
4日
5日
8日
15日
22日
29日 皆野町

☎22-3022

☎23-0611

桜木町秩父市立病院 ☎23-0611

☎62-6300皆野病院

平日夜間救急対応 土曜夜間救急対応

月
水

火・木・金
5月12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

5月7日･
21日
14日･28日

期日 医療機関 電話

☎62-6300

☎23-0611

皆野病院

秩父市立病院

曜日

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611
☎22-6122※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。

平日夜間小児初期救急対応
医療機関

あらいクリニック
秩父病院
秩父市立病院
石塚クリニック

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

月
水

火・木・金
5月12日(木) 

曜日

長瀞町 ☎66-3418

休日在宅歯科当番医　診療時間／10:00～13:00

5月3日 野上歯科医院
大野原 ☎24-96694日 萩原歯科医院
上町 ☎22-07905日 平沼歯科医院

※必ず電話でご確認のうえ、受診してください。
※診療費用は通常の保険診療扱いとなりますので、保険証等を
忘れずに持参してください。

期日 医療機関 所在地 電話

電話

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

みんなの広場　広報 おがの広報 おがの　医療

5月1日
3日
4日
5日
8日
15日
22日
29日

6月12日（日）

第63回 秩父宮記念
ミューズの森チャレンジ
ロードレース大会
交通規制のお知らせ

A区間●9:00～12:00　通行止め
B区間●9:00～11:30（予定）　通行止め
C区間●9:00～11:30（予定）　迂回誘導、通行止めなし
※最終走者が通過後に規制解除となります。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ●秩父市役所･市民スポーツ課☎25-5230

令和3年度農事功労者表彰　緑白綬有功章
茂木勝一郎さん
　3月22日に埼玉県秩父農林
振興センターにおいて、下小鹿
野の茂木勝一郎さんが、令和3
年度農事功労者表彰「緑白綬有
功章」を受章されました。
　農事功労者表彰は、農事改良
の実行に顕著な功績をあげ、地
域農業の発展に貢献するととも
に現に農業経営に従事している
人等に対し、公益社団法人大日
本農会総裁の秋篠宮文仁親王
殿下から贈られるものです。
　茂木さんの長年にわたる秩
父きゅうりの栽培技術向上、ブ
ランド化及び後継者育成の取
組が高く評価され、今回の受章
となりました。

9:00～12:00
9:00～11:30
9:00～11:30

A
B
C

至 小鹿野町

至 久那

至 田村 至 圓福寺

至 公園橋

テニスコート 大会会場
プール テニスコート

ミューズの泉
野外ステージ

音楽堂
展望すべり台

駐車場

スカイロード

南口

規制時間
9:00～11:30 規制時間

9:00～12:00

規制時間
9:00～12:00

規制時間
9:00～11:30 規制時間

9:00～11:30

札所23番
音楽寺

C
C

A

コテージ
B

みんな の 広 場

受章おめでとうございます

祝  百歳おめでとうございます

広報 おがの　5月号 広報 おがの　5月号 2322



第28回町民グラウンドゴルフ大会　3/13
男子の部優勝／黒沢大次
女子の部優勝／田嶋孝子

長若小学校入学式　
4/11

地域おこし協力隊
活動報告　3/19

第2回神怡舘
親睦交流大会　3/25

小鹿野中学校入学式　
4/8

みんな の 広 場

おがのフォトニュース

こども園

おがのこども園

令和4年度
管内こども園・小学校・中学校
就学園児・児童・生徒数

16 10 26
男児 女児 計

中学校

43 43 86
男子 女子 計

小鹿野中学校
学校名

小学校

20 15 35
男子 女子 計

小鹿野小学校

2 5 7長若小学校

5 1 6三田川小学校

6 2 8両神小学校

33 23 56合計

学校名

大人の学校アウトプットデイ　3/27

広報 おがの　5月号 広報 おがの　5月号 2524

多
比
良
キ
ヨ
子

長
又　

和
子

横
田
ト
シ
ヱ

茂
木　

た
い

木
村　

良
子

増
島　

敏
雄

斉
藤　

富
惠

豊
田
ま
き
子

秋
山
キ
ミ
子

島
﨑
ま
つ
乃

両
神
文
芸
ク
ラ
ブ

そ
ら

り
ょ
う
か
み

春
の
川
川
幅
広
く
な
り
に
け
り

春
の
畑
と
ん
び
く
る
り
と
影
落
と
す

靴
紐
を
ぎ
ゅっ
と
結
び
て
木
の
芽
道

暖
か
や
縁
に
集
ま
る
本
お
も
ち
ゃ

春
め
き
て
見
知
ら
ぬ
犬
に
懐
か
る
る

山
烟
る
無
限
に
広
が
る
杉
花
粉

春
雨
や
玉
葱
の
葉
の
ツ
ン
と
伸
び

節
分
草
木
洩
れ
日
が
す
き
花
満
て
り

せ
せ
ら
ぎ
は
ふ
る
さ
と
の
声
春
の
川

両
神
山
へ
大
蛇
の
如
き
春
の
雲

斉
藤　
富
惠

新
井　
ヒ
サ

坂
本　
蔵
子

岩
﨑　
陽
子

岩
﨑
キ
ミ
子

行
灯
に「
鬼
滅
の
刃
」春
ま
つ
り

踏
ま
れ
て
も
な
ほ
咲
き
続
く
犬
ふ
ぐ
り

土
手
歩
き
立
ち
つ
す
わ
り
つ
蓬
摘
む

逆
転
の
走
者
春
泥
に
す
べ
り
込
む

被
災
地
の
宙
に
い
ろ
溶
く
山
桜

井
上　

實
成

小
鹿
野
俳
句
会

世
に
盛
る
ス
マ
ホ
も
桜
伝
え
け
る

秋
山
木
実
子

石
田　

徳
光

小
鹿
原
澄
子

黒
澤　
哲
雄

小
菅　
義
久

斉
藤　
富
惠

豊
田　

勝
彦

小
鹿
野
川
柳
を
楽
し
む
会

立
ち
仕
事
つ
ら
く
な
っ
た
と
仁
王
さ
ん

誇
り
立
つ
畑
の
小
麦
哀
れ
な
り

結
婚
後
日
々
内
戦
の
五
十
年

親
の
背
を
反
面
だ
け
見
て
子
は
育
ち

雪
国
の
体
力
づ
く
り
雪
下
ろ
し

三
回
目
接
種
待
つ
間
の
引
籠
も
り

休
日
も
歩
い
て
い
る
の
は
爺
と
婆

文芸の文芸の窓

　令和3年度中に、町の教育や文化振興、社会福祉発展のため大勢の皆様から
ご寄付並びに慰問品などをいただきました。あらためてお礼申し上げるととも
に、日頃より町政推進に対するご理解・ご協力に衷心より感謝いたします。

尾上明子、黒沢　明、柴崎建一、渋谷洋子、阿部晃佑、伊藤弘泰、井邊洋輔、宇内俊介、永井
勇樹、榎本和樹、奥村圭吾、横山和生、横田こず枝、岡村瑞希、岡田翔太郎、岡野敏彦、嘉村　
均、各務功史郎、関口英夫、吉村慎吾、橋本夕紀子、狭山　俊、玉井克弥、近藤信行、金山貴
英、金子賢二、栗原志津江、郡司雅大、原田範洋、古川一成、戸町健太、光来出和義、荒井学、
荒木邦博、高井　真、高橋俊輔、高橋晃史、高野雄一、今井　徹、佐々木正美、佐藤健介、佐藤
建一、佐藤　望、佐藤友彦、阪本欽一、三宅英彦、山田健一郎、山田勝江、山本　大、山本　
徹、市川剛志、糸谷博之、寺田直子、寺内桂輔、寺内秀一、寺内涼平、篠塚準也、柴崎　浩、渋
谷紀久雄、勝部健一郎、小玉拓矢、小松道正、小島隆之、小林裕之、小澤　崇、松岡裕矢、松
岡隆哉、松田容典、松島　裕、松本陽平、真柴博文、真鍋浩章、須山昌樹、須川高雄、須藤義
久、水澤謙太、杉　卓也、瀬沼直之、成瀬加奈子、青山知暉、青野　光、石橋佳子、石橋寛隆、川口漱也、染矢　太、船津裕美、前田篤成、前田洋平、増田裕一、
大森達弥、大谷健一郎、大塚開斗、茶屋貴喜、中山明子、中村英志、中島崇一郎、朝比奈宏明、長岡正浩、塚本　達、田面木友久、田澤慎司、渡邉公晴、湯浅新
太郎、湯本進太郎、藤井　聡、藤井正法、藤田直人、内田暢一、日下岳文、飯沼圭哉、飯田房男、樋口正仁、福永茉莉江、平居和泰、平野俊樹、豊田　誠、堀内
　將、本田隆行、末永龍麻、末廣暁生、木村圭吾、木田千尋、目崎良和、矢島隆英、矢野健二、林　貴裕、林　卓郎、林　文彦、鈴木由希子、齋藤一広、齋藤博
安、長岡美恵子、株式会社秩父富士、秩父地区更生保護女性会、原島達明、沢田朋輝、令和3年度長若小学校卒業生一同、令和3年度三田川小学校卒業生
一同、令和3年度小鹿野中学校卒業生一同、八宮　悟、宮本一輝、久保昭子、令和3年度おがのこども園修了児保護者一同、雪奴

大勢の皆様からのご厚志に感謝申し上げます

(順不同･敬称略)

みんなの広場　広報 おがの



情報版　広報 おがの

●葉っぱの標本づくり
日時　5月21日(土)10:00～14:00
内容　新緑の県民の森を散策しながら広葉樹
の葉を採取して標本を作ります。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
定員　10人(申込順)
費用　500円
締切　5月18日(水)
●親子で親しむ埼玉の森と木
（木育・森育体験）
日時　5月29日(日)①10:30～12:00
②13：30～15：00
内容　埼玉の木と森、そして木材を通じた森と
人との繋がりについて、森林散策、木工工作な
どの体験を通じて学んでいきます。
対象　5歳以上(小学生以下は保護者同伴)
定員　各回10人(申込順)
費用　500円
締切　5月25日(水)
●炭焼きとやきいも体験
日時　6月5日(日)9：30～15：00
内容　ドラム缶の炭窯を使って竹炭を焼きま
す。また、炭を焼きながらやきいもつくりを体験
します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
定員　10人(申込順)
費用　800円
締切　6月1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

埼玉県県民の森のイベント

●親子で楽しむ森のようちえん
日時　①6月7日(火)②7月5日(火)
10:30～14:00
場所　花の森こども園
内容　①「初夏の生き物との出会い」
②「夏の水と土に親しむ」入園説明会
対象　0歳からのお子さんと保護者
費用　1,500円(保険料含む)、全5回年間パス
ポート5,000円
定員　12組
持ち物　おにぎり、水筒、着替え、帽子、長靴、カッ

花の森こども園からのお知らせ

日時　6月11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　東大演習林樹木園の散策
対象　一般（自家用車での集合･移動が可能な人）
定員　15人(申込順)
費用　500円（資料代･保険料）
申込＆問合　氏名（フリガナ）・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）を明記のう
え、5月27日(金)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-tokyo.ac.jp
FAX23-9620

　今年も地域住民の皆さんと共にコミュニケー
ションづくりを図るため、住宅デーを開催します。
お楽しみ抽選会(先着50人)もあります。お気軽
にお越しください。
　なお、会場内で集めている募金については、毎
年、社会保障に使われるように小鹿野町に寄付
しています。ご協力をよろしくお願いします。
日時　6月12日(日)10:00～15:00
場所　小鹿野町役場両神庁舎前
内容　包丁研ぎ、住宅なんでも相談等
※来場者には、水ヨーヨーや風船をプレゼント
問合　埼玉土建一般労働組合秩父支部
☎21-1361

第45回ふれあい住宅デー

　埼玉県では、小鹿野町を含む人口減少が進
む地域において地域課題の解決を目指し起業
する人に補助金を交付します。
補助金額　200万円(補助率1/2)を上限とし
ます。
受付締切　5月31日（火）17:00必着
問合　創業・ベンチャー支援センター埼玉
☎048-711-2222

埼玉県起業支援金

熊谷高等技術専門校秩父分校
技能講習受講生募集

日時　6月～令和5年3月
場所　秩父市役所、秩父郡市内児童発達支援
事業所ほか
定員　各コース3人
受講料　無料
●理学療法士コース（全12回）
対象　理学療法士又は同等の技能を有する人
で、秩父郡市内に居住又は通勤する人
講師　岡田朋子先生
●作業療法士コース（全12回）
対象　作業療法士又は同等の技能を有する人
で、秩父郡市内に居住又は通勤する人

児童発達支援に精通した
専門職を養成する講座を
開催します

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」

憲法記念日無料電話
法律相談会

　5月1日～6月30日は「不正大麻・けし撲滅運
動」の実施期間です。
　大麻の使用は有害で、不正栽培・所持は犯
罪です。また、「けし」には法律で栽培が禁止さ
れている種類があります。大麻や栽培してはい
けない「けし」を発見したら、県保健所までご連
絡ください。
問合　埼玉県秩父保健所☎22-3824

不正大麻・けし撲滅運動

　自衛隊の概要･役割･募集種目等を現職自
衛官が詳しく説明します。
日時　5月14日（土）、15日（日）
①10：00～②13：00～の1日2回
場所　自衛隊秩父地域事務所（秩父市大野
原491-1）
対象　中学3年生以上32歳の男女とその家族
申込＆問合　5月13日(金)までに電話で自衛
隊秩父地域事務所へお申し込みください。
自衛隊秩父地域事務所☎22-6157

自衛隊説明会
　埼玉県弁護士会では、憲法記念日を記念し
て、弁護士が無料で民事・家事・刑事を問わず
法律問題全般について法律相談に応じます。
日時　5月7日(土)13:00～16:00
※受付は15:30まで
相談方法　電話相談☎048-839-5630
(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

【20代限定】恋たまで
AI婚活体験希望者の募集

　埼玉県の公的な結婚支援センター「恋たま
（SAITAMA出会いサポートセンター）」では、
婚活に興味のある20代の独身の人向けに、AI
婚活体験の募集をしています。
対象　次の全ての条件に該当する人
・結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20代
（申請時に20代の人）の独身男女
・埼玉県に在住、勤務又は近い将来埼玉県への
移住をお考えの人
・電話回線のあるスマートフォンをお持ちの人
でご自身で操作ができる人
・モニター協力をしてくださる人
費用　無料
申込＆問合　5月1日から、SAITAMA出会い
サポートセンターホームページ（https://www.
koitama.jp/）で仮登録のうえ、WEB面談予約
を行ってください。
SAITAMA出会いサポートセンター事務局
☎048-789-7721

スタイナート2022秩父公演
「ピアノ三重奏の粋」

日時　6月5日(日)14:00～
(13:30～プレトークあり)
場所　秩父宮記念市民会館・大ホールフォレスタ
出演　小島燎(ヴァイオリン)、谷口賢記(チェ
ロ)、酒井茜(ピアノ)
参加費　一般3,000円、当日券3,500円、
学生(小･中･高･大)2,000円
定員　500人
問合　スタイナート秩父公演実行委員会(新
井)☎090-3331-3297

ちちぶ出会いサポートセンター
からのお知らせ

　NPO法人ちちぶ出会いサポートセンター
ジュノールでは、利用者から好評の「恋たま」
（埼玉県運営）と同じ、スマートフォンでマッチ
ングできる新システムを導入し、AIによる定期
的なお相手紹介も始まりました。ただいま、新
システム導入記念の年会費無料キャンペーン
（200人まで）を実施しています。（通常年会費
13,200円）
期間　6月30日(木）まで
対象　新たな出会いを求めている20歳以上の
独身男女
※開設して丸4年、お見合い数は130組を超え、
すでに15組がカップルになっています。
※プライバシーにも配慮し、最初のお見合いは、
センターで行いますので、女性も安心して登録
できます。
申込＆問合　NPO法人ちちぶ出会いサポート
センタージュノール
☎26-7518（火曜定休）

秩父特別支援学校 
前期学校公開

日時　5月25日(水)9:30～11:50
(受付9:20～)
場所　埼玉県立秩父特別支援学校
内容　施設見学、授業参観、学校概要説明等
対象　お子さんの教育や進路に関する悩み
や不安等をお持ちの保護者及び関係者、担
任の先生等

ちちぶ雇用活性化協議会
からのお知らせ

●働く意欲のあるシニアのための体験講座【第2
回農産物ふれあい体験会(ぶどう栽培)】
日時・会場　6月15日(水)、7月1日(金)、15日(金)
全日9:30～11:30(9:00現地集合)
※生育状況で日程変更あり
場所　秩父観光農園(将門園)秩父市荒川日
野584
対象　秩父地域にお住まい又は地域内企業に
勤める55歳以上の人で必ず3日間参加できる人
費用　無料
※参加者には、安心安全のために当協議会負
担で保険にご加入いただきます。
申込＆問合　5月2日(月)～
31日(火)の間にちちぶ雇用
活性化協議会へお申し込みく
ださい。
☎26-7691

※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、それぞれの問い合わせ先に
ご確認ください。

情報版情報版

イベントイベント

募集募集

案内案内

●AutoCAD（機械系）基礎

日時　7月2日(土)、9日(土)　9:00～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代2,728円
●Word基礎
日時　7月16日(土)、23日(土)　9:00～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代2,200円
申込＆問合　6月1日(水)～10日(金)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

問合　秩父特別支援学校☎24-1361
FAX21-1044

パ、タオル（汁物と季節の野菜のおかず付き）
●ベビーマッサージ講座
日時　①5月10日(火)、6月14日(火)、7月12
日(火)、8月9日(火)
②5月17日(火)、6月21日(火)、7月19日(火)
全日10:30～13:30
場所　花の森こども園
対象　①生後2～6か月のお子さんと保護者　
②生後7～12か月のお子さんと保護者
費用　1,500円（自園給食の昼食、飲み物付き、
オイル代込）
定員　4組
持ち物　バスタオル・赤ちゃんの飲み物（ミル
クなど）
申込＆問合　認定NPO法人森のECHICA花の
森こども園☎26-6828 (平日10:00～16:00)
※事前にお申し込みください。
●はらいっぱい食堂
日時　5月6日(金)、13日(金)、27日(金)、6月
3日(金)、10日(金)、24日(金)、7月1日(金)、8
日(金)、22日(金)、8月5日(金)、26日(金)
全日17:00～19:00
場所　多世代交流カフェゆいっこ(秩父市下
吉田3809)
内容　多世代交流型こども食堂。どなたでも
大歓迎。
費用　大人500円～(ドネーション制)、
こども無料
問合　ゆいっこ☎26-6827（平日10:00～16:00）

講師　川 隆太郎先生
●言語聴覚士コース（全12回）
対象　言語聴覚士又は同等の技能を有する人
で、秩父郡市内に居住又は通勤する人
講師　永瀬 円先生
申込＆問合　5月13日（金）までに電話又は
FAXで福祉課へお申し込みください。
保健福祉センター・福祉課
☎75-4109　FAX75-4710
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