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小鹿野町役場庁舎建設
工事現場見学会　5/23

　建設中の役場庁舎に小鹿野小学校
3年生の児童たちが見学に訪れました。
児童たちは普段目にすることのない工
事の様子や重機に興味津々。目を輝か
せて見学していました。また、庁舎に使
用する部材に寄せ書きをするイベントも
開催し、児童たちにとって良い思い出に
なったのではないでしょうか。

6月1日現在 【世帯数】4,593世帯
 【総人口】10,760人【男性】5,361人【女性】5,399人
5月中の異動 出生4人/死亡19人/転入23人/転出25人

戸籍の窓 合角ダム貯水量状況
（令和4年6月15日現在）
貯水位　318.61m
貯水量　5.800.000㎥
貯水率　56.6%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㎥
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7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2期
国民健康保険税　　第1期
介護保険料　　　　第1期
8月1日(月）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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▲開放
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲たなばた
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲お庭で遊ぼう
　(じゃがいも掘り）
◆認知症予防教室

▲開放
■日中開放

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談
■日中開放

町民野球大会①
あじさい祭り(下小鹿野)

町民テニス大会
(ソフトテニスの部)

町民野球大会②
町民テニス大会
(硬式テニスの部)

小暑•七夕

盆

海の日

水の日

▲開放
▲すくすく(離乳食
　試食体験•相談)
■ステップ体操(動画)

▲開放
▲すくすく
　（計測・発育相談）
■ステップ体操（新規）

◆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

▲開放
▲お庭で遊ぼう
　(水遊び)
■日中開放

プレーパーク
（みどりの村）

★図書館休館日

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談
●認知症家族会
◆行政相談

▲発育測定•栄養相談
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲開放
▲すくすく（赤ちゃん
　とのかかわり方)
■健康ステップ
　アップ教室
●交流会

▲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）

★図書館休館日

▲開放
▲手形足形スタンプ
■日中開放
■骨密度•高精度
　体組成計測定日
★郷土料理伝承ボランティア

▲開放
▲お庭で遊ぼう
　(水遊び)
●はぐくみ相談(ことば)
◆認知症予防教室
◎認知症相談日

▲開放
▲お庭で遊ぼう
　(水遊び)

▲開放
▲お庭で遊ぼう
　(水遊び)
●長寿筋トレ教室
◎ひきこもり相談
■夜間開放

★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
◆はぐくみ相談(運動)
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
■体組成計測定日
◆法律相談

▲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

▲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）
■ステップ体操(動画)
●3歳児健診

▲誕生会
●バランスボール教室

7�1 国民安全の日
更生保護の日

半夏生

広島原爆の日

大暑

▲発育測定•栄養相談
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲開放
▲お庭で遊ぼう
　(水遊び)
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲開放
▲すくすく
　（計測・発育相談）
■ステップ体操（新規）

土用

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

2022（令和4年）NO.202 広報おがの／令和4年7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　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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▲年齢別講座
　てくてくじゃんぷ
▲ほっとハグくむママサロン
★胃がん検診
★乳がん•子宮頸がん検診
●長寿筋トレ教室
■夜間開放



　5月19日(木)に開催された第3回埼玉県準備委員会に
て「秩父ミューズパーク」が第75回全国植樹祭（令和7年開
催予定）の開催候補地として選定されました。今後、国土
緑化推進機構との調整を経て、10月以降に正式決定とな
ります。埼玉県での開催は66年ぶりとなります。
　全国植樹祭は、国土緑化運動の中心的な行事として

町職員を募集します（令和5年4月1日採用）町職員を募集します（令和5年4月1日採用）

試験日及び内容
【第1次試験】9月18日(日)／教養試験及び適性検査
【第2次試験】10月中旬～11月上旬(予定)／作文試験及び
面接試験
試験場所●小鹿野文化センター
応募書類配布●7月1日(金)から両神庁舎・総務課で配布

募集職種

一般事務

一般事務
（障がい者）

一般事務
（社会福祉士）

保育士・
保育教諭

保健師

募集人員

8人程度

1人程度

1人程度

・平成5年4月2日以降に生まれた人

・昭和57年4月2日以降に生まれた人
・障害者手帳をお持ちの人

・昭和62年4月2日以降に生まれた人
・社会福祉士の資格を有する人、又は令和5年3月までに同資格を取得する
  見込みの人

・昭和62年4月2日以降に生まれた人
・保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を有する人、
  又は令和5年3月までに同資格・免許を取得する見込みの人

・昭和57年4月2日以降に生まれた人
・保健師の免許を有する人、又は令和5年3月までに同免許を取得する
  見込みの人

受験資格

秩父ミューズパークスポーツの森
プール営業休止のお知らせ
秩父ミューズパークスポーツの森
プール営業休止のお知らせ

　秩父ミューズパークスポーツの森プールは、施設に不具合が発生し
たため今年度の夏季営業は休止となります。
　それに伴い今年度の秩父ミューズパークスポーツの森「プール利用
カード」は、発行休止となりますのでご了承ください。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1122

手話通訳者養成研修（通訳Ⅰ）の参加者を募集します手話通訳者養成研修（通訳Ⅰ）の参加者を募集します

　手話通訳者になり、聴覚障害者のコミュニケーションや社会参
加を支援する意欲のある人を募集します。
日時●8月5日(金）～令和5年3月24日(金)の毎週金曜日19:00～
21:00（全36回）※一部日程変更がある場合がございます。
場所●秩父市福祉女性会館ほか
対象●次のすべてに該当する人
■手話奉仕員養成研修修了者
■埼玉県手話通訳者試験（全国統一試験）を受験して手話通訳
者を目指す人

■手話通訳者養成研修（通訳Ⅱ・Ⅲ）を引き続き受講する意思の
ある人

■秩父郡市内に居住又は通勤する18歳以上の人
※受講審査を実施します。
費用●無料（教材費は受講生負担）　　
定員●20人
申込＆問合せ●7月26日（火）までに保健福祉センター・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

用水路に刈り草を流さないで用水路に刈り草を流さないで

　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。
　水路からの引き上げにも大変な労力を要しますので、刈り払いの
際は水路に流さないようにご協力をお願いします。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

を開始します。また、町ホームページからもダウンロードできます。
※郵送請求の場合は、返信用切手120円を同封して請求してください。
受付期間●7月5日(火)～29日(金)8:30～17:15(土・日・祝日は除く)
※郵送の場合は、7月29日(金)の消印まで有効
申込＆問合せ●〒368－0201秩父郡小鹿野町両神薄2906番地
小鹿野町役場両神庁舎・総務課☎75-1221

昭和25年以来、天皇皇后両陛下のご臨席のもと、全国各
地から緑化関係者等の参加を得て、両陛下によるお手植
えや参加者による記念植樹等を通じて、国民の森林に対
する愛情を培うことを目的に毎年開催されています。

町長と語る『まちづくり座談会』開催希望団体等を募集します町長と語る『まちづくり座談会』開催希望団体等を募集します

　町では、町内で活動する団体やグループ、行政区等（以下「団体
等」といいます。）がそれぞれ抱える課題や問題について、町長と意
見交換を行う「まちづくり座談会」事業を行っています。
　この「まちづくり座談会」は、町長が皆さんのもとへ出向き、対話
による協働を推進するとともに、今後のまちづくりに皆さんの声を
反映させ、町政の推進をより一層図ることを目的に行います。
　日頃から皆さんが考えていること、感じていることなどについて、
町長と語り合ってみませんか。
対象●町内で活動している概ね5人以上の参加が見込まれる団体
等
申込●座談会開催を希望する団体等の代表者は、申込書に必要事

項を記入のうえ、両神庁舎・総務課へ持参、郵送又はＦＡＸでお申し
込みください。なお、申込書は下記施設の窓口に置いてあります。ま
た、町ホームページからもダウンロードできます。※日程について
は、変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。

学校教育法による大学、短期大
学(専門学校等含む）、高等学校
を卒業した人、又は令和5年3月
までに卒業する見込みの人

日本国籍を有し、
地方公務員法第
16条に規定する
欠格条項に該当
しない人

設置施設
■両神庁舎・総務課 ■小鹿野文化センター　　　
■保健福祉センター ■国保町立小鹿野中央病院　
■両神ふるさと総合会館
町ホームページ
　 町政情報 ＞ 広聴・広報・統計 ＞ まちづくり座談会

問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1221　 FAX 75-2819

秩父ミューズパークが
第75回全国植樹祭の
開催候補地として選定されました

秩父消防本部 消防職員募集(令和5年4月1日採用)秩父消防本部 消防職員募集(令和5年4月1日採用)

採用予定人数●4人程度　
※受検資格などは、実施要項でご確認ください。
■第１次試験
期日●9月18日(日)　　場所●秩父消防本部
※第1次試験合格者は第2次試験を行います。
実施要項・申込書の配布場所●秩父消防本部総務課、各消防分署
※郵送による請求及びホームページからのダウンロードも可能です。

受付期間●7月20日(水)～8月16日(火)
提出先●秩父消防本部総務課
※郵送可(期間内必着)。持参の場合は土・日・祝日は除く。
問合せ●秩父消防本部総務課☎21-0120
https://www.c-kouiki.jp/cfd/

令和5年小鹿野町二十歳の集い実行委員を募集します令和5年小鹿野町二十歳の集い実行委員を募集します

　町では、令和5年二十歳の集い式典のお手伝いをしていただ
ける人を募集します。一生に一度の記念日を、自分たちの手で思
い出に残るものにしてみませんか。
　お誘い合わせのうえ、ぜひご応募ください。
実行委員募集
募集人数●6人程度　　募集期間●7月1日（金）～31日（日）
対象●平成14年4月2日～平成15年4月1日に生まれた住民票登
録者及び転出者で小鹿野中学校卒業者
式典日程●令和5年1月8日（日）
活動内容●式典当日の企画運営、司会、催し物の企画準備、記念
品の選定等

活動期間●8月～令和5年2月
オンライン等による打合せ会議を月1回程度開催予定
応募●電話又はメールにて下記事項をお伝えください。
①氏名、②生年月日、③住所、④連絡先
※メールの場合は、件名を「二十歳の集い実行委員希望」としてく
ださい。
問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063
メール　syakyo@town.ogano.lg.jp
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、式典に変更
がある場合もあります。その際はホームページ等で改めてお知ら
せします。

広報 おがの　7月号 広報 おがの　7月号

町政 
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インフォメーション　広報 おがの



介護保険料の減免について介護保険料の減免について

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

　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定
の要件に該当する介護保険の第1号被保険者（65歳以上）を対
象に、申請により、保険料の減免を実施します。
対象●①又は②のどちらかに該当する人
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が
死亡又は重篤な傷病を負った第１号被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維
持者の事業収入や給与収入等の減少が見込まれるほか、一定の
要件に該当する第１号被保険者
※原則として、収入の減少は、令和3年中の収入と令和4年中の収
入を比較します。
減免額●①に該当する人　全額免除

②に該当する人　減免の対象となる保険料額に、前年の合計所
得金額に応じた減免割合（8割～10割）をかけた額
減免の対象となる保険料の範囲●原則として、令和4年度分の介
護保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納
期限が設定されているもの。
※令和3年度分の介護保険料で、やむを得ない事情により上記期
間中に納期限が設定されているものも減免の対象となる場合が
あります。
申請期限●収入の減少等が見込まれた時点で速やかに申請くだ
さい。※詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、町ホーム
ページをご確認ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103

後期高齢者医療保険料の減免について後期高齢者医療保険料の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入や給与収
入等が減少した被保険者を対象に、申請により、後期高齢者医
療保険料の減免を実施します。
対象●①又は②のどちらかに該当する人
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が
死亡、又は重篤な傷病を負った被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維
持者の事業収入や給与収入等の減少が見込まれるほか、一定の
要件に該当する被保険者
※原則として、収入の減少は、令和3年中の収入と令和4年中の収
入を比較します。
減免額●①に該当する人　全額免除

②に該当する人　減免の対象となる保険料額に、前年の合計所
得金額に応じた減免割合（2割～10割）をかけた額
減免の対象となる保険料の範囲●原則として、令和4年度分の後
期高齢者医療保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日の
間に納期限が設定されているもの。
※令和3年度分の後期高齢者医療保険料で、やむを得ない事情
により上記期間中に納期限が設定されているものも減免の対象
となる場合があります。
申請期限●収入の減少等が見込まれた時点で速やかに申請くだ
さい。※詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、町ホーム
ページでご確認ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103

住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金のお知らせ住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金のお知らせ

　町では、家庭での自然エネルギーの普及及び二酸化炭素排
出量の軽減を図ることを目的に、住宅用の太陽光発電システム
及び蓄電システムを設置等する人に補助金を交付します。
対象●自ら居住する町内の住宅に家庭用太陽光発電システム及
び蓄電システム（未使用品）を設置される人で、4月1日以降補助
対象設備の設置工事に着手し、令和5年3月25日までに電力受給
契約を締結される人
補助金額●太陽光発電システム　50,000円
 　蓄電システム　　　　50,000円

補助予定件数●10件（予定）
※予算の範囲内において、先着順となります。
申込＆問合せ●7月11日(月)から両神庁舎・産業振興課で随時
申し込みを受け付けます。補助金交付申請書に必要事項を記載
のうえ、申請書に記載してある添付書類と一緒にご提出ください。
申請書は産業振興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・産業振興課☎79-1101

爆音機等の設置及び取扱いにはガイドラインがあります爆音機等の設置及び取扱いにはガイドラインがあります

　町では、生活環境を保全するため、『爆音機等』の使用につい
ての基準を設けています。
爆音機等とは・・・
　農作物を鳥や獣の被害から守るために設置する、大きな音を
発生させる装置全般（例：プロパンガスの爆発音、拡声器につな
いだラジオ音、鳥の忌避音等を発生させる器具）をいいます。
　住宅地等に隣接する農地では、防鳥テープや防鳥網による対
策を優先し、爆音機は極力設置しないようお願いします。
　また、やむを得ず爆音機等を設置する場合は、下記の事項に
ご配慮をお願いします。
・爆音機の設置箇所及び音量は適正かどうか。
・使用期間は最小限にする。
・使用時間は夜明けから日没までとし、夜間は使用しない。また
住宅地周辺においては午前6時以前における使用は控える。
・できるだけ作動間隔を長くする。

～野生動物を寄せ付けない生活様式を目指しましょう～
　知らず知らずのうちに野生動物が近寄ってくる、引き寄せてし
まう生活様式が定着していませんか？
例えば・・・
・生ゴミや野菜くずを畑の周りに捨てている。
・ペットフードが餌皿に出したままになっている。
・柿を収穫せずに放置している。
　人が食べる野菜や果物は、野生生物にとっては「ごちそう」です。
　捨てたつもりでも結果的に「餌付け」になってしまっているこ
ともあります。
　特にカラスなどの鳥類の駆除は困難であるため、栽培した野
菜、果物はきちんと収穫し、食べきれないものは土に深く埋めて
処分するなど、野生動物を遠ざける対策をお願いします。
※鳥獣被害対策には、フェイスブック
「おがののけもの相談所＠小鹿野町集落支援員」
もぜひご覧ください。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101
　　　　　　　　  住民生活課☎75-1418

ボ ルダリング
～神怡舘イベント開催による臨時休業のお知らせ～～神怡舘イベント開催による臨時休業のお知らせ～

～クライミングによるまちおこし～ VOL.35

　小鹿野町クライミングパーク神怡舘は右記の期間、小学生向
けボルダリング講習会開催のため臨時休業させていただきます。
　ご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。 問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805

Let

‘
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7月は「社会を明るくする運動」強化月間です7月は「社会を明るくする運動」強化月間です

新型コロナウイルス感染症の影響により
収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により
収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入や給与収入等
の減少により、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、
申請により、国民健康保険税の減免を実施します。
対象●①又は②のどちらかに該当する世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が
死亡又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維
持者の事業収入や給与収入等の減少が見込まれるほか、一定の要
件に該当する世帯
※原則として、収入の減少は、令和3年中の収入と令和4年中の収入

を比較します。
減免額●①の該当世帯　全額免除
②の該当世帯　減免の対象となる保険税額に、前年の合計所得金
額に応じた減免割合（2割～10割）をかけた額
減免の対象となる保険税の範囲●原則として、令和4年度分の国民
健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納
期限が設定されているもの。
※詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、町ホームページをご
確認ください。
問合せ●両神庁舎・税務課☎75-4125

  「社会を明るくする運動」は、すべての国民が犯罪や非行の防止
と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれ
の立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明
るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。
　今年も7月を強調月間として、法務省主唱による第72回「“社会

を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域
のチカラ～」が全国展開されます。次世代を担う青少年の立ち直
りを助けるため、地域に理解と協力の輪を広げましょう。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

令和4年度七夕フェスティバルの開催中止について

は中止とします。ご理解とご協力をお願いします。
問合せ●七夕フェスティバル実行委員会事務局(西秩父商工会)　
☎75-1381

期間●7月23日（土）の終日
　毎年8月の第1土曜日に小鹿野町市街地にて、市街地活性化の
一環として実施している「おがの七夕フェスティバル」について、感
染症の収束状況が今後も不明であることから、令和4年度の開催
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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●右記プレーパーク事業実施予定表のとおり
全日10:00～14:00　小雨実施
参加時間は自由です！大勢の皆さんの参加をお待ちしています。
場所●みどりの村・村の広場（小鹿野町飯田853番地）
参加する際の注意事項
■新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、体温が37.5度
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。
■タオルを持って汚れてもいい服と靴でご参加ください。
■飲み物はお持ちください。
■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。ご不明な点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

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

区分 対象者の状況 支援する人

補助金限度額

任意後見制度 将来の判断能力の低下に備えたい人

法定後見制度

補助類型

保佐類型

後見類型

判断能力が不十分な人

判断能力が著しく不十分な人

ほとんど判断できない人

任意後見人

補助人

保佐人

成年後見人

期日 内容

7月31日(日)

8月28日(日)

9月25日(日)

10月23日(日)

11月27日(日)

令和5年1月29日(日)

令和5年2月26日(日)

令和5年3月5日(日)

水で遊ぼう（ウォータースライダー）

夏の外遊びを楽しもう

木で遊ぼう

段ボールで遊ぼう

落ち葉で遊ぼう

昔遊びを楽しもう

冬の外遊びを楽しもう

ロープで遊ぼう（綱渡り・ブランコ）

令和4年度プレーパーク事業実施予定表

小鹿野町成年後見センターを開設しました小鹿野町成年後見センターを開設しました

　7月1日(金)に小鹿野町成年後見センターを開設しました。
　当センターでは、成年後見制度の利用を希望される人などの
相談や制度の利用の支援を行います。ご自身やご家族、身近な
人などで、「認知症により判断能力が低下して困っている」「将来
のために制度の話を聞きたい」場合などお気軽にご相談くださ
い。
開設時間●月曜日～金曜日の8:30～17:15
（祝日、12月29日～1月3日を除く）
場所●小鹿野町小鹿野300番地
小鹿野町保健福祉センター保健課　地域包括支援センター内
☎75-0135
成年後見制度とは
　認知症や知的障害、精神障害などがあり、判断能力の不十分
な人が、財産管理や施設への入所などの日常生活での契約など
を行うときに、判断が難しく不利益を受けたり、悪徳商法の被害
者になることを防ぎ、権利と財産を守り、支援する制度です。家
庭裁判所に申し立てることで、本人を支援する人が選ばれ、本
人を保護し支援します。
■成年後見制度は、下表のように区分されます。

制度の利用ができる人●認知症、知的障害、精神障害などがあ
り、判断能力が十分でない人、今後認知症等の状態になるかもし
れないという不安がある人
制度利用の申立てができる人●ご本人・配偶者・4親等以内の親
族などが申立てできます。身寄りのない高齢者については、町長
が申立てできる場合があります
後見人等の選出方法●成年後見人などの「支援する人」は、家庭裁
判所が選任しますが、申立て者が候補者を挙げることもできます。
申立ての費用●申立て手数料・登録印紙代・郵便切手・戸籍謄本・
住民票交付手数料・診断書・鑑定費などの費用が必要です。
後見人等の報酬●弁護士や司法書士・社会福祉士等が後見人にな
る場合などは裁判所の決定に基づき後見人等の報酬が必要です。
申立て費用、後見人等報酬に対する助成●次の人は、申立て費
用、後見人等報酬に対する助成を受けることができます。
・生活保護の被保護者
・申立て費用、後見人等報酬を負担することで要保護者となる人
申立ての窓口●小鹿野町に住所がある人は、次の申立ての窓口
になります。
〒368-0035埼玉県秩父市上町2-9-12　☎22-0226
さいたま家庭裁判所秩父支部

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の交付申請の支援を行っていま
す。申請の仕方がわからない人は、両神庁舎・住民生活課までお
気軽にお越しください。なお、申請にあたっては下記の書類をお
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。
　また、町内の企業や地域団体（自治体、サークル等）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。詳細
については、住民生活課までお問い合わせください。
【マイナポイント事業第2弾が始まりました】
　マイナポイントとは、マイナンバーカードを取得して、キャッ
シュレス決済でチャージや買い物をすると25％分のポイント
（最大5,000円分）が付与されるものです。

　6月30日からは、健康保険証の利用申し込みで（7,500円分）、
公金受取口座の登録で（7,500円分）がスタートしました。マイ
ナポイントは手続きスポット（郵便局、セブン銀行ATM、ローソ
ンマルチコピー機など）やご自身のスマートフォンでも手続きで
きますが、町（住民生活課）でも申し込みの支援をしています。
　マイナポイントを取得するためには、カード取得の期限とポイ
ントの申込期限が設定されています。
カード取得の条件●令和4年9月末日までの申請が対象
ポイントの申込期限●令和5年2月末日までの申し込みが対象
　マイナポイントを取得されたい人は、お早めにカードの交付
申請をしてください。ご不明な点は、両神庁舎・住民生活課まで
お問い合わせください。
【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
※7月30日（土）9：00～17：00に臨時取扱窓口を開設します。平
日来庁が難しい人などは、ぜひご利用ください。
問合せ●両神庁舎・住民生活課☎75-1418

小鹿野町森林整備事業補助金のお知らせ小鹿野町森林整備事業補助金のお知らせ

　町では、針広混交林の造成及び荒廃森林の再生を行い、水源涵
養機能、土砂流出・崩壊防止機能等の公益的機能を高度に発揮さ
せるとともに、スギ・ヒノキ花粉の削減や自然災害の未然防止を
図ることを目的に、針広混交林の造成、荒廃森林の再生及び危険
木の伐採処理を行う森林整備事業者に補助金を交付します。
対象者●森林所有者又は森林所有者から委託を受けた人
対象森林●次のすべてに該当する森林
■施工面積0.1ヘクタール以上の森林
■過去5年以内に森林整備が行われていない森林
■合角ダム上流保安林以外の森林
※ただし、危険木等伐採事業については、すべての森林が対象
になります。
対象事業
■針広混交林造成事業
　手入れが遅れた人工林を強度間伐するとともに、広葉樹の植
栽や天然更新により広葉樹の導入を図り、針広混交林を造成す
る事業
■荒廃森林再生事業
　手入れの遅れやシカ等の被害により、荒廃のおそれがある林
地及び再生が困難な林地において、獣害対策及び植栽等の対
策工を実施する事業

■危険木等伐採事業
　倒木等による事故を未然に防止するため、建物、公共用施設
等に隣接する森林の危険木を伐採処理する事業
補助金額●各事業で定める標準単価に事業量を乗じた額と実
行経費を比較して低い方の額とします。
■針広混交林造成事業
　交付申請時に有効な「秩父地域森林経営管理権推進事業」の
補助金単価による。
■荒廃森林再生事業
　交付申請時に有効な「埼玉県水源地域の森づくり事業」の補
助金単価による。
■危険木等伐採事業　円/本

申込＆問合せ●令和5年1月31日(火)までに両神庁舎・産業振
興課へ補助金交付申請書に必要事項を記載のうえ、申請書に
記載してある添付書類と一緒にご提出ください。申請書は産業
振興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・産業振興課☎79-1101

区　分 単　価

2,000円

7,400円

18,200円

34,400円

幹周20センチメートル以上30センチメートル未満

幹周30センチメートル以上60センチメートル未満

幹周60センチメートル以上90センチメートル未満

幹周90センチメートル以上

※10月の開催予定日は、30日(日)から23日(日)へ変更になりました。
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固定資産税に関するお知らせ固定資産税に関するお知らせ

　固定資産税は、毎年1月1日（基準日）の所有者に対して、その年
の4月1日から始まる年度分として課税されます。（1月2日以降に
所有権を移転したり、家屋を取り壊しても、1月1日現在の所有者
に1年度分（全額）課税されます。）
　固定資産税に関する次のことについて、ご理解とご協力をお願
いします。
家屋調査
　町では、家屋（住宅・店舗・工場・倉庫・車庫・物置など）の適正
な固定資産税の課税を行うため、算出基礎となる家屋調査を
行っています。家屋調査が済んでいない家屋を所有している人
は、税務課までご連絡をお願いします。
家屋を取り壊したとき
　家屋を取り壊したときは、取り壊した日の翌年の年度から課税

されなくなります。取り壊しを行った場合は、速やかに税務課まで
ご連絡をお願いします。
　なお、住宅用敷地として利用されている土地は、住宅用地の特
例により税負担が軽減されているため、住宅を取り壊した場合、
特例対象外となり、税額が上昇する場合があります。
土地の地目変更
　土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の土地の利用状況（課
税地目）により課税します。現在の課税地目と異なる利用状況に
変更した場合は、速やかに税務課までご連絡をお願いします。
　なお、農地を農地以外の地目に変更する場合には、農業委員会
へ農地転用許可を申請する必要があります。詳しくは、農業委員
会(両神庁舎・産業振興課☎79-1101)までご連絡ください。
問合せ●両神庁舎・税務課(固定資産税担当)☎75-4124

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

～withコロナ時代の観光事業の行方～～withコロナ時代の観光事業の行方～

VOL.02

　コロナ禍において、観光事業の低迷が続く昨今ですが、
withコロナを見据えながら各種感染防止対策など徹底
し、道の駅の営業を日々行っています。
　ＧＷ中から徐々に大型観光バスの入込みも見られ、行き
先はあずまや山ハイキングなどを主として道の駅にもお寄
りいただいています。昨年までは個々のお客さんがター
ゲットでしたが、今年に入り団体のお客さんも視野に入れ

問合せ●地域商社推進室☎72-8080
地域商社おがの

た事業展開やＰＲをする必要が出てきたことを感じます。
地域商社ではノープランでお越しいただいても、時期別に
１日小鹿野町を満喫できるような着地型観光プランの創
出にも取り組む計画があります。時代に合わせたニーズを
つかんで販売し、小鹿野町が活気付くことで皆さんが笑顔
になるような未来を描いて行きたいと考えています。

なぜなぜなになに

　小鹿野町町民の主な移動交通手
段は個人の自家用車に頼っているの
が現状です。令和4年5月13日より道
路交通法の改正が行われ、過去3年
間に一定以上の交通違反歴のある

75歳以上のドライバーを対象に、免許証更新時の運転技
能検査が義務化されました。今後ますます運転免許証の
返還をする高齢運転者が増えてくるのではないかと思い
ます。
　さて、小鹿野町の地域公共交通は、バスが主体で町営
バスが西武秩父線（両神温泉薬師の湯～役場小鹿野庁
舎～般若・長留～西武秩父駅　5便/日）、日向大谷・三峰
口線（日向大谷～両神温泉薬師の湯～三峰口駅　9便/
日）、白井差線（白井差～両神温泉薬師の湯～役場小鹿
野庁舎　7便/日）の3路線、西武観光バスが小鹿野線
（小鹿野車庫～役場小鹿野庁舎～泉田～西武秩父駅　
18便/日）、倉尾線（長沢～上吉田～役場小鹿野庁舎　5
便/日）、志賀坂線（坂本～三山・飯田～役場小鹿野役場
庁舎　5便/日）の3路線となっています。その他乗合タク
シーが小鹿野地区・長若地区と両神温泉薬師の湯、原医
院、堤医院、特別養護老人ホーム花菖蒲・両神、小鹿野
役場両神庁舎を運行し、バス路線がないところを中心に
カバーしています。
　また、小鹿野町社会福祉協議会で実施している福祉有
償運送事業（ハッピーパートナー）も介護保険法の要支援
等の方や身体障害者手帳をお持ちの方などの移動手段
としての機能を果たしています。

　町営バス3路線について、令和2年度の総事業費は
5,600万円、収入は運賃収入が約550万円で、県補助金
約1,740万円、町負担金約3,310万円（町営バス1台購
入費含む）という経営状況です。また、西武観光バス3路
線について、総事業費は約1億770万円、収入は運賃収
入が約4,200万円、町補助金約3,000万円（対象は志賀
坂線、倉尾線の2路線）、残りは西武観光バスの負担とい
う経営状況です。乗合タクシーは、丸通タクシーに委託し
て事業を実施していますが、令和2年度の運賃収入が約
2,700円、国庫補助金約243万円、町補助金約748万円
となっています。以上のようにバス路線、乗合タクシーは
国、県、町の補助金等で維持されているのが現状です。
　公共交通は高齢者等の移動手段としての役割が大き
く、志賀坂線では小学生の通学利用としても利用されて
います。また、日向大谷・三峰口線などはダリア園や両神
山の観光利用も多くなっています。いわゆる交通弱者の
移動手段を確保することは町の責務であり、しっかり守っ
ていかねばならないと存じます。ただ、あまりに大きな財政
負担は、今後町の将来を考えると負担に耐えきれない恐
れがございます。
　町では、本年度内に公共交通に係る民間事業者、行政
関係者等による公共交通協議会を立ち上げ、来年度中に
町の将来を見通した公共交通計画を策定したいと存じま
す。

小鹿野町長　森 真太郎

～地域公共交通を考える～

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

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間

町道236号線舗装工事 長留地内 1,557,600円 有限会社
黒沢造園関東重機 ～ 令和4年8月31日

小鹿野町橋梁定期点検業務委託 小鹿野地内外 11,880,000円 共和コンサルタント
株式会社 ～ 令和5年1月31日

小鹿野町森林解析
（資源解析及び地形解析）業務委託

下小鹿野、伊豆沢、
両神小森地内

小鹿野町役場総務課

3,080,000円 株式会社パスコ 
さいたま支店 ～ 令和4年11月30日

小鹿野町防災活動支援事業
（災害備蓄品購入） 687,208円 有限会社村上書店 ～ 令和4年8月31日

▲令和4年5月25日開札分
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『双神トンネル』（秩父市）
夜間全面通行止めの
お知らせ

『双神トンネル』（秩父市）
夜間全面通行止めの
お知らせ

　双神トンネル補修工事に伴い、次の日程で双神ト
ンネルを夜間全面通行止めします。通行止め期間中
は、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
交通規制●夜間全面通行止め
規制箇所●双神トンネル／秩父市荒川贄川地内
規制期間●令和4年7月11日（月）～8月5日（金）
（土・日・祝日は除く）
規制時間●21:00～5:00
問合せ●秩父県土整備事務所道路環境担当
☎22-3715



集落支援員（地域交流支援員）　本 奈代子集落支援員（地域交流支援員）　本 奈代子集落支援員からのお知らせ集落支援員からのお知らせ

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

　改めまして、本奈代子と申します。
　今年度5月に地域おこし協力隊としての任期を終え、6月より集落
支援員（地域交流支援員）としてお世話になっております。
◇小鹿野町での暮らし
　2歳の息子と腰ノ根・田端に住んでいます。大家さんやご近所さん
がいつも気に掛けてくださります。夜は静かで、田んぼの時期には蛙
の大合唱、秋には鈴虫の音が聞こえてきて「あぁ、幸せだ～」と感じな
がら眠りにつく毎日です。主人は川口市に在住し、木曜夜に小鹿野町
にやってきて日曜夕方に帰るという週末婚スタイルです。
◇地域交流がなぜ必要か
　これまでは、小鹿野町に移住を希望する方や、都会から来る大学
生のご相談に対応していました。ソトモノの小鹿野町への関心は高
まる一方、交流の機会は少なく、「地域とソトモノがどう関われると
互いに良いのか」と考えるようになりました。『移住促進』というと行
政が主導のように感じますが、実際に受け入れるのは地域です。そ
の交わりが起こってこそ、”新しくて素敵な何か”が生まれるのでは
ないでしょうか。
◇どのような活動か
　まずは、地域色々な活動を理解させていただきたいです。時々、お
話をしているうちに、イベントや活動に発展していくこともあります。

具体的には、次の2つです。
①尾ノ内渓谷でのイベント連携
　河原沢地区は、移住当初から温かく迎え入れてくれた地区です。
昨年度、地域の皆さんにご理解いただき、紅葉まつりで「大人の文
化祭」を出店させていただける運びとなりました。自分の好きなこと
を発表し合うマルシェのような場です。ワークショップ（木の葉の
ガーランド）をする方やお手製のポストカードやブローチを販売す
る方が参加してくれました。この繋がりを今後も継続させていただ
きたいですし、他の地区でもご縁をいただけたら幸いです。
②倉尾７区８区の地区活動サポートの促進
　上郷花の会という住民主体の取組が始まりました。お話を聞く
と、なんとあの急斜面を80歳の方々が草刈りをしているそうです。リ
フレッシュのため参加したい若者を誘致し、空き家を活用して彼ら
の拠点も設けられないか。現在、地域の方にご意見をいただきなが
ら、そんな話も進めています。お互いが気に入ったら移住してもらう
のも良いかもしれません。
　そのほか、大人の学校の宇佐川隊員と地域の集いやこじか筋力
体操などに出張する予定もあります。お話をお聞かせいただける場
所には出向きたいと思いますので、お気軽にお声がけいただけます
と嬉しいです。

　令和3年度に実施した文化財保存修理事業のご紹介第三弾です。
【飯田屋台】
　飯田屋台（町指定有形民俗文化財）は、平成27年から継続して保存修
理が行われておりましたが、令和4年3月で保存修理の一区切りとなりまし
た。令和3年度は、張り出し屋根、屋台内破風彩色、天井絵、屋台欄間、屋
台襖縁、提灯の修理を行いました。
　内田習斎画の天井画は、修理前は描かれている龍が、ずれて繋がらな
い箇所がありましたが、その部分が縁に巻き込まれていたことがわかり、繋
がる状態に修理されました。
【企画展について】
　これまで、本コーナーで文化財保存事業実績をご紹介してきましたが、
近年保存修理や新指定を行った文化財をご紹介する展示会を開催します。
また、実物が展示できないものは、パネル展示を行います。
　近くで見ることが難しかったり、初紹介の資料もありますので、ぜひこの
機会に文化財を見学にお越しください。

●企画展【守ろう小鹿野の宝－指定文化財保護・修理
　の最前線－】を開催します！

＜展示予定品＞
県指定文化財●上町屋台（天井画）、出浦家文書
町指定文化財●奈倉妙見庵念佛鉦、木造虚空蔵菩薩坐像、絹本着色
十六善神像、飯田屋台、春日町屋台後幕原図
特別展示●オガノヒゲクジラ化石・チチブサワラ化石(レプリカ)

問合せ◆教育委員会・
社会教育課☎75-0063

文化財ノートNo.51
令和３年度文化財保存事業報告③・企画展

高性能合併処理浄化槽の設置促進高性能合併処理浄化槽の設置促進

　町では、快適な住環境をつくるとともに河川の水質を改善し清流を
取り戻すことを目的として、単独処理浄化槽やくみ取り式便槽から合
併処理浄化槽への転換を図る世帯に対し配管布設費用等を補助して
います。
　現在、くみ取り式便槽や単独処理浄化槽をご使用の家庭の皆さん、
合併処理浄化槽への早期転換を考えてはいかがでしょうか。
各種補助金
①配管費の補助金（転換設置のみ対象）
　高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、トイレ、台所、風呂場等か
ら浄化槽へ流入する管及び放流先までの管の布設工事に要する額
補助金額●配管費用の全額（限度額は20万円）
②単独処理浄化槽及びくみ取り式便槽の撤去補助金
　（転換設置のみ対象）
　高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、単独処理浄化槽やくみ取
り式便槽の撤去に対して補助金を交付します。
補助金額●限度額は10万円
③放流ポンプ槽の設置に補助金
　高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、放流先が高く自然に流せ

ない場合に、放流ポンプ設置
費の補助金を交付します。
補助金額●限度額は5万円
④生活排水路の整備に補助金
　共同で設置する場合は共有する部分、一戸で設置する場合は公共
用水域までの距離が20ｍを超える部分について補助対象とし補助金
を交付します。
補助金額●整備費の2分の1（限度額は30万円）
■標準的な個人住宅の分担金（令和4年度）
浄化槽の種類 標準（乗用車乗入可） 人道（乗用車乗入不可）
5人槽 95,513円 71,555円
7人槽 107,855円 87,263円
10人槽 134,563円 106,348円
■浄化槽の人槽の決め方
5人槽 世帯人員が3人以下
7人槽 世帯人員が4～5人
10人槽 世帯人員が6～8人又は2世帯住宅
申込＆問合せ●衛生センター☎75-0352

防災訓練を実施します防災訓練を実施します

　町では、7月16日（土）、三田川地区を対象に、武道場（総合運動公
園）を避難所とした防災訓練の実施を計画しています。
　これまで実施していた防災訓練とは違い、新型コロナウイルス感染
症の感染防止対策として、訓練時間と参加人数を制限して実施します。
　訓練の参加者は三田川地区の各行政区で決めていただくため、一
般の人は参加できませんので、ご理解ご協力をお願いします。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1221

防災ラジオ（戸別受信機）の
暗号のような放送について
防災ラジオ（戸別受信機）の
暗号のような放送について

　町が各家庭にお配りした防災ラジオの放送で、暗号のような意味
不明な放送内容になる症状が確認されています。これは、不安定な受
信状況が原因であることが多いため、そういったご家庭には、今より
も受信感度の強いアンテナをお渡ししています。
　このような症状がある場合には、総務課へご相談ください。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1221

妊婦訪問・
育児ギフトのご紹介
妊婦訪問・
育児ギフトのご紹介

　妊娠期からの切れ目のない支援として、保
健師・助産師が妊婦さんに、赤ちゃんを迎えた
後の過ごし方や出産後の母子保健サービスの
説明などをしています。また、妊娠8か月以降の
妊婦さんに育児ギフトをお渡ししています。
令和４年度の育児ギフト内容
■洋服（2着）、肌着（短肌着・長肌着　各１枚）、
　 バスタオル、ママバック、母子手帳ケース
　新たに、おがニャッピーのスタイがギフトに
入ります！妊娠中・出産後にご活用ください。
問合せ●両神
庁舎･住民生活
課 子育て包括
支援室

▲腰ノ根の元区長さんと ▲河原沢地区の皆様と明治大学生 ▲倉尾7区8区の健交サロン見学時

会場●小鹿野総合センター
期間●7月23日(土)～8月21日(日)
時間●9:30～16:00　入場無料
ギャラリートーク●土・日・祝日　11:00～・14:00～（予定）
※7月24日(日)、31日(日)、8月20日(土)、21日(日)は除く
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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
　　　　まちづくり推進室☎26-6581
　　　　地域商社推進室☎72-8080

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

田中 瑞華 ・ 野村 美登里

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

  たなか     みずか　　　 のむら　 　  みどり

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.61VOL.61

　共生型放課後等デイサービスこかのさとは、令和4年5
月より事業を開始しました。
　これからの人生が豊かになるための「もう一つの家」と
なり子どもたちの成長を見守り、サポートしていきます。

▲

職員と児童がカレンダーを作っている様子

こんな事業所ですこんな事業所です

事業所概要

共生型放課後等デイサービス
こかのさと

共生型放課後等デイサービス
こかのさと

障害福祉
サービス
事業所の紹介

障害福祉
サービス
事業所の紹介

VOL.7VOL.7

施設の種類
所 在 地
利 用 定 員
事 業 内 容
電 話 番 号

共生型放課後等デイサービス
小鹿野町小鹿野471
若干名（応相談）
障がい児の放課後等の預かり
26-7706

　小鹿野を中心に秩父地域のハーブや柑橘
から香りを抽出して造る秩父トムジンの3作
目に向けて準備中です。
　今回はミントをメインに調達を進めており
ます。ミントも種類が多く、特徴も異なるので
面白いです。(髙山)

　田野素鳩・吉田迪子DNA系譜展のお手伝いをさせていただきまし
た。歴史的、芸術的な部分に触れることができ、大変有意義なお手伝い
でした。今後もイベントなどを通して地域に貢献できる活動ができれば
と思っております。（佐々木）

　大人の学校第2期スタートしてお
ります！それぞれに想いをもった作
りての方々が『大人の調べる学習講
座』『夢を見よう、夢を語ろう』『大人
の球技大会』といった企画を展開し
ています。いつでも、学びて（参加
者）を募集しています。また、あなた

の想いを実現していく「作りて」（企画やコミュニティを作
る人）も募集しています。詳しくは、町内回覧しました「おと
がく通信」、もしくは「おがの発大人の学校」のホームペー

ジを検索して見てみてください！小鹿野町役場総合政策課にご連
絡をいただいても大丈夫です！（なお、写真は、3月27日に実施し
た第1期の発表会・展覧会である「アウトプットデイ」の様子です。）
（宇佐川）

　新しく5群をお迎えして、賑
やかになってきました。最近
は動画を撮影して、スロー
モーションにして観察するの
が楽しみです。これから梅雨
の季節。ミツバチ達にとって
はあまり嬉しくない季節です
が、雨上がりの空を楽しみに、乗り切っていきたいです。（金子）

　今年2月からの野菜の育苗は、家庭の軒
先で衣装ケースを使い暖をとる「陽だまり
育苗」に挑戦しました。昨年行った落葉を発
酵させ温度を確保する「踏み込み温」に比べ
ると、苗の成長は緩やかながらもスクスクと
育ち、4月、5月に畑へ植え付けをしました。
（掛川）

　5月から協力隊に着任しました、田
中瑞華と申します。ワーケーション事
業を担当します。
　切り口はオーガニック。自然栽培の
農産物づくりや料理教室、自然体験、
SDGsに関わる取り組み、町の広告宣
伝等を通じて、関係人口・移住人口を
増やす企画制作を行います。もうすぐ
3歳になる息子と一緒です。どうぞよろしくお願いいたします。

　みなさま、いつも大変お世話になってお
ります。総務省が新設した"コロナ禍で活動
に影響を受けた協力隊への任期延長の特
例"を受け、5月23日で満了だった任期を延
長させていただくこととなりました。写真
は二子山ロッククライミング体験(5月21
日)とみどりの村でのバイクイベントに出店
(5月22日)した時のものです。今後も情報
発信やイベントを通じて小鹿野町の魅力を
より多くの方に伝えていきたいと思ってお
ります。引き続きどうぞよろしくお願いいた
します。(宮本)

新隊員の紹介

田中 瑞華さん
たなか みずか

まちづくり推進室（ワーケーション事業）

里親制度のこと、ご存知ですか？里親制度のこと、ご存知ですか？

　子どもが健やかに成長するためには、安定した家庭環境の中で、保
護者の温かい愛情の下に育てられることが必要です。しかし令和3年
6月時点では、埼玉県内で何らかの理由で自分の家庭で生活できない
子どもが約1,800人います。そんな子どもを家族の一員として迎え、温
かい愛情と家庭的な環境で育てていくための、児童福祉法に定めら
れた制度が「里親制度」です。
里親養育の現状
　埼玉県内には自分の家庭で生活することができない子どもが約
1,800人います。そのうちの433人が里親のもとで生活し、1,367人が
児童養護施設などで生活しています。（R3.6.1時点）現在、登録里親は
不足しており、大きな課題となっています。
里親の種類
①養育里親
　埼玉県へ里親登録を行い、児童相談所からの委託で家庭に子ども
を受入れ家族の一員として養育する里親。手当や養育費等が支給さ
れます。
②専門里親
　養育里親としての経験を経て埼玉県
に専門里親としての登録を行い、被虐
待児などの特に手厚い支援が必要な子
どもを、児童相談所からの委託で家庭
に受入れ家族の一員として養育する里
親。手当や養育費等が支給されます。
③養子縁組里親
　将来的に養子縁組し、戸籍上でも親
子関係を結ぶことを前提として養育す
る里親。手当は支給されません。
④親族里親
　特別な理由で家庭養育が困難な親
族の子どもを養育する里親。養育費等

の支給が認められますが、手当は支給されません。
里親になってみませんか？
　現在、将来のある子どもたちの健やかな成長を支援するために、養
子縁組を目的とした里親、数日～数カ月など短期間で子どもを預かる
里親、長期間で子どもを預かり養育していく里親、中学生や高校生な
どの大きな子どもと一緒に暮らす里親など、幅広く里親を募集してい
ます。
詳しく知りたい人、里親に興味がある人は児童相談所や児童養護施
設の里親支援専門相談員へ気軽にご相談ください。
熊谷児童相談所　里親推進担当　☎048-521-4152
児童養護施設さんあい里親支援専門相談員　☎048-585-0605
児童養護施設上里学園里親支援専門相談員　☎0495-33-0506

　県のホームページでも詳細が掲載されています。

里親制度のパネル展を開催します！
期間●7月9日(土)～22日(金)8:30～17:15　※22日は15:00まで
場所●小鹿野文化センター

共生型放課後等デイサービスとは・・・
　共生型放課後等デイサービスとは、介護事業所で障害福祉サービスの放
課後等デイサービス事業を行うことです。共生型放課後等デイサービスこ
かのさとでは、介護保険で指定を受けている「小規模多機能ホーム巨香の
郷」の中で、高齢者と障がい児童を一緒に支援します。

　5月から地域おこし協力隊に着任
しました野村美登里です。地域資源
を活かした観光に関する企画・運営
を行っていきます。小鹿野町ならで
はの伝統や文化、いいところなどを
探して発信していきますので、よろし
くお願いします。

野村 美登里さん
のむら みどり

おもてなし課兼地域商社推進室
（地域商社事業に係る観光案内、地域資源や経験を
活かした自由提案事業）

　板倉建築の研修風景です。研
修生全員で手分けして小屋を
作っていくのですが、手道具によ
る伝統構法の体験も兼ねている
ので、できるだけ電動工具を使わ
ずにノコ、ノミとげんのうで作業
をしています。(御田)
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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

　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。7月の事業も
状況により変更となる場合もありますので、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。7月の事業も
状況により変更となる場合もありますので、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

　継続して取り組んでいる
リズム遊び。ピアノの曲に
合わせ、「うさぎ」「うま」「と
んぼ」などの動きを年齢に
応じて全身を使って動かし
ていくことで、基礎体力や
体幹、しなやかな体作りを
していきます。

おがの保育所
　外遊びが心地よい季節。子どもたちは芝生の
上にいるカエルをみつけたり、ダンゴムシ探しに
夢中！この時期ならではの自然遊びを楽しんで
います。

母子手帳のしおりを作りました。だいすきなママへ
母の日のプレゼントです。

親子で砂遊び。砂の感触を楽しんでいます。 タライの水で「ばしゃばしゃ」
暑い日は水が気持ちいいね。

 “かめ”になったつもり “ふね”手で漕いで前進

ダンゴムシみっけ！みてみてカエルさんがいたよ！

“とんぼ”のように手を広げて

はぐくみ相談（運動）(予約制)

　町ホームページの中の「ほっとママステーション」バーナーにて、子育て情
報を掲載しています。新着情報などほっとな情報も掲載しますので、こちら
もご覧ください。
https://www.town.ogano.lg.jp/hotmamakosodatehoukatu/

町ホームページ内の「ほっとママステーション」でも
情報発信しています！

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●7月26日(火)10:00～16:00
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

ほっとハグくむ…ママサロン

　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」

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
①7月1日（金）計測・発育相談(保健師)
②7月8日（金）離乳食試食体験・相談(管理栄養士)
③7月15日（金）赤ちゃんとのかかわり方（ひまわり保育園長）
④7月22日（金）手形足形スタンプ・ふれあい遊び（保育士）
対象●1歳未満のお子さんと保護者

すくすく

日時●7月13日（水）10:00～11:30　　
対象●2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●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●7月26日（火）、27日（水）、8月1日（月）～3日（水）　全日10:00～11:30
対象●1歳～3歳のお子さんと保護者　各6組
持ち物●着替え、タオル、ビニール袋、水筒、帽子、水遊び用紙オムツ
申込●各開催前々日までにお申し込みください。
※水遊びができない場合は、ホールで遊びます。

お庭で遊ぼう（水遊び）　＊予約制

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

たなばた　＊予約制

日時●7月21日（木）10:00～11:30
内容●親子体操や体幹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●7月25日（月）10:00～11:00　　
内容●お子さんの手形足形をスタンプします。成長記録に台帳を用意しています。
対象●1歳～3歳のお子さんと保護者

手形足形スタンプ

日時●7月20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3年4月～令和4年3月生まれのお子さんと保護者
申込●開催日前々日までにお申し込みください。

ともだちになろう♡　＊予約制

日時●7月28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●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●7月20日（水）

子育て相談(電話・面談・オンライン)

日時●7月29日（金）10:00～11:30
内容●6月、7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●7月12日（火）10:00～11:30　　
対象●1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●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

☎７５-０５５０

子育て支援
センター情報
子育て支援
センター情報

毎月の手形足形スタンプで
我が子の成長を感じます。

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』を実施します。
日時●7月30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/ 

　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。
7月の巡回日
■7月1日（金）　長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■7月8日（金）、22日（金）　秩父市子育て支援センター（下郷児童館内）
■7月13日（水）　小鹿野町子育て支援センター

　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●7月20日(水)10:00～16:00
場所●小鹿野文化センター2階・和室
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

おがのこども園

日時●7月14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●7月5日（火）10:00～11:30
内容●じゃがいも掘り後、砂あそび　
対象●1歳半～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、長靴、軍手
申込●開催日前々日までにお申し込みください。

お庭で遊ぼう（じゃがいも掘り）　＊予約制

広報 おがの　7月号 広報 おがの　7月号 1514



※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。

©図書館振興財団

　図書館では、両神公民館と共催で、子どもたちの夏休みを応援する「夏休みおたすけ講座」を開催します。受付は、各講座とも7月6日
（水）からです。定員になり次第締め切りとなりますので、お早めにお申し込みください。お問い合わせ、お申し込みは、図書館まで。

町立図書館

町立図書館分室

月曜日（4、11、25日）
火曜日（19日）　金曜日（15日）
土曜日（2、9、16、23、30日）
日曜日（3、10、17、24、31日）　月曜日（18日）

7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）

問合せ●小鹿野文化センター☎75-0063

日時●7月19日(火)～22日(金)、24日(日)～26日(火)、28日(木)～30日(土)
全10日間　19:00～21:00
場所●小鹿野町武道場
対象●町内に在住又は在勤の人で8人程度（中学生･一般の人）
※高校生は除く
費用●800円（保険代･下かけ代）
申込●7月13日(水)までに窓口にて参加費を添えてお申し込みください。

町民弓道教室

日時＆場所●1日目（土器づくり）7月31日(日)13:30～15:40　小鹿野文化
センター
2日目（野焼き）8月21日(日)9:30～14:30　小鹿野町両神運動場（旧両神中
学校グラウンド）　※2日目はお弁当を持参してください。
対象●4歳児～小学6年生とその保護者　15組
費用●粘土代600円（一組）
申込●7月8日(金)までに窓口又は電話でお申し込みください。

親子で土器づくり～野焼きに挑戦～（家庭教育推進事業）

日時●7月31日(日)10:00～12:00
場所●小鹿野文化センター・調理実習室
内容●Tシャツの藍染を行います。
講師●花輪美保さん
定員●小学生10人　※小学1、2年生は保護者同伴
費用●1,000円
持ち物●エプロン、ゴム手袋(長い物）、持ち帰り用のビニール袋、Tシャツ（綿
100％か65％以上の白の無地）
申込●7月11日(月)から受付開始です。電話でお申し込みください。

夏休みこども藍染体験教室

日時●8月3日(水)、10日(水)、17日(水)、24日(水)9:00～12:00
場所●小鹿野文化センター・和室
講師●西秩父将棋クラブの皆さん
対象●小学生　　定員●15人
費用●無料　　持ち物●筆記用具、タオル、水筒
申込●7月11日(月)から受付開始です。

夏休みこども将棋教室

日時●8月16日(火)9:00～
場所●小鹿野文化センター・和室
対象●高校生以上
費用●1,000円(学生無料)
申込●当日9:00までに会場へお越しください。

お盆将棋大会

日時●8月18日(木)10:00～12:00
場所●小鹿野文化センター・美術工芸室
講師●社会教育課職員
対象●小学3～6年生　　
定員●10人
費用●300円(材料代)
持ち物●汚れてもよい服装、タオル、水筒
申込●7月11日(月)から受付開始です。

夏休みこどもまが玉作り教室

日時●8月21日(日)9:00～
場所●小鹿野文化センター・大会議室
対象●高校生以上
費用●1,000円(学生無料)
申込●当日9:00までに会場へお越しください。

お盆囲碁大会

日時●8月26日(金)9:30～12:00
場所●小鹿野文化センター・美術工芸室
講師●小澤幸男さん
対象●小学4～6年生
定員●10人
費用●1,000円(材料代)
持ち物●筆記用具、動きやすい服装、運動靴
申込●7月11日(月)から受付開始です。

木工教室　DIY子ども部
ティッシュボックスを作ろう！

生涯学習
コーナー

第50回　小鹿野ロードレース大会参加者募集

読書感想文に挑戦！読書感想文に挑戦！読書感想文に挑戦！読書感想文に挑戦！読書感想文に挑戦！
　感想文を書くための本の選び方・読み方から、下書き・清
書までを、全２回に分けてアドバイスします。
日時●7月27日（水）、8月10日（水）14:00～16:00　
定員●10人
対象●小・中学生　
※小学１、2年生は保護者同伴
講師●図書館職員
場所●両神ふるさと総合会館・研修室A
参加費●無料
持ち物●筆記用具、感想文を書くために読んだ本
募集期間●7月6日（水）～25日（月）

参加資格
①健康に自信のある人
②ハーフマラソンの部参加者は、2時間30分以内で走れる力のある
人(15.3km地点(復路の「小森」バス停付近)において、スタートから
1時間50分経過した場合は打ち切ります。)
③10kmの部参加者は、60分以内で走れる力のある人
費用●3,000円
申込方法＆申込期限
①郵便振込及び窓口受付●8月24日(水)まで
②ネットエントリー●8月31日(水)まで
　https://www.sportsentry.ne.jp又はhttps://runnet.jp

令和4年度は新型コロナウイルス感染症感染防止対策として、高校・中学・小学・親子の部を行いません。
また、更なる安全対策のため、前回大会より大幅なコース変更を行います。

種目・距離
ハーフマラソンの部 21.0975km(一般男子/シニア男子/一般女子)
5kmの部 (一般男子/シニア男子/一般女子)
10kmの部 (一般男子/シニア男子/一般女子)
※ハーフマラソンの部は定員600人になり次第締め切ります。
※50歳以上の男性はシニアの部へ登録されます。
問合せ●小鹿野ロードレース大会実行委員会事務局☎75-0063
(小鹿野文化センター・社会教育課内)

10月16日（日）
雨天決行

※この大会はスポーツ振興くじ助成を受けています。
日本スポーツ振興センターHP 
https://www.jpnsport.go.jp

宿題・
自由研究
応援！

国語 図書館キャラクターでしおりを作ろう！図書館キャラクターでしおりを作ろう！図書館キャラクターでしおりを作ろう！図書館キャラクターでしおりを作ろう！図書館キャラクターでしおりを作ろう！
　図書館のオリジナルキャラクターのイラストを使って、自
分だけのしおりを作ってみよう！
日時●7月28日（木）14:00～16:00
定員●10人
対象●小・中学生　
※小学１、2年生は保護者同伴
講師●図書館職員
場所●両神ふるさと総合会館・研修室A
参加費●100円
持ち物●筆記用具、はさみ
募集期間●7月6日（水）～22日（金）

工作

読書感想画教室読書感想画教室読書感想画教室読書感想画教室読書感想画教室
　本を読んで、感動したこと、心に残ったことを絵に描いて、
感想画コンクールに応募しよう！
日時●8月2日（火）、12日（金）、23日（火）14:00～16:00
定員●10人
対象●小・中学生
※小学１、2年生は保護者同伴
講師●原島達明先生
場所●両神ふるさと総合会館・研修室E
参加費●無料
持ち物●感想画を描くために読んだ本、絵を描く道具
募集期間●7月6日（水）～22日（金）

国語 美術やってみよう！調べる学習やってみよう！調べる学習やってみよう！調べる学習やってみよう！調べる学習やってみよう！調べる学習
　調べ方からまとめ方までのコツを学びます。
　自由研究のまとめにも使えます。
日時●7月30日（土）14:00～16:00　
定員●10人
対象●小・中学生
※小学１、2年生は保護者同伴
講師●図書館職員
場所●両神ふるさと総合会館・研修室A
参加費●無料
持ち物●筆記用具、ノート
募集期間●7月6日（水）～28日（木）

調べる

　空きカンや空きビンに紙ナプキンを貼り付けて、一風変
わったグッズを作ります。
日時●8月9日（火）14:00～16:00
定員●10人
対象●小・中学生
※小学１、2年生は保護者同伴
講師●花輪美保先生
場所●両神ふるさと総合会館・研修室E
参加費●500円
持ち物●空き缶、空き瓶、
その他飾りたいもの
募集期間●7月6日（水）～8月2日（火）

デコパージュ作り教室デコパージュ作り教室デコパージュ作り教室デコパージュ作り教室デコパージュ作り教室 工作工作サマーモビールを作ろう！サマーモビールを作ろう！サマーモビールを作ろう！サマーモビールを作ろう！サマーモビールを作ろう！

　夏の暑さも忘れるような、涼しいモビールを作ってみませ
んか？お部屋のアクセントにどうぞ！
日時●8月4日（木）14:00～16:00
定員●10人
対象●小・中学生
※小学１、2年生は保護者同伴
講師●図書館職員
場所●両神ふるさと総合会館・
研修室A
参加費●300円
持ち物●筆記用具、はさみ
募集期間●7月6日（水）～8月2日（火）

広報 おがの　7月号 広報 おがの　7月号 1716
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病院だより　広報 おがの

　7月に入りました。いかがお過ごしです
か？
　5月後半はとても暑かったものの、6月
に入ってからは肌寒い日もあり、なんだ

か過ごしにくかったですね。この原稿を書いている現在は
雨でじめじめしています。皆さんに届くころにはどんな気候
になっているのでしょう。寒くても愚痴をこぼし、暑くても文
句を言ってしまう私たちは、わがままでしょうか。それにして
もちょうどいい季節はなんだか短い気がしてなりません。
　さて、皆さんは時間の伸び縮みってあると思いますか？
時間は全ての人に平等公平だからそんなことはあるまい
と思う人、時間の感じ方って伸び縮みするかもと思う人、そ
んなことは意識したことがないという人、いろいろだと思い
ます。その「時間」について、作家の角田光代さんは雑誌
（婦人之友2022年3月号）の中で「時間は伸び縮みするも
のと思っている」と語っています。「25歳にとっての一年と50
歳にとっての一年、東京と石垣島での時間の流れ方など
全然違うように思える」と。もちろんそれは体感です。でもそ
の「体感こそが時間の正体ではないか」というのです。エッ
セイの中では15分という具体的な時間の使い方について
書かれていました。彼女にとっての15分という単位は、仕事
場まで歩いている時間。その間に予定を立てることもあっ
たり、ぽわーんと過ごすこともある。そんな時間こそ、煮詰
まった頭や不安への風穴になっていることがある。つまり
「15分が長短を超越した貴重なもの」というのです。「1年に

比べると15分は一瞬のように短くて、何をしたか何を考え
たか忘れてしまうけれども、1日も1年も、伸び縮みする15分
が積み重なったもの」と締めくくっていました。なるほど。
　医療の世界では、患者さんの人生の最後に寄り添うこ
とがよくあります。そんな中、つらいけれども残された命の長
さを伝えないといけない場面もあります。例えば月単位だと
か週単位、時には日にち単位といった表現です。この残さ
れた時間というのはなんだか冷たく寂しいものです。以前
はサッカーの試合時間でロスタイム（空費した時間）という
言葉が使われていました。しかし10年ほど前から、アディ
ショナルタイム（追加時間）という表現になりましたね。いい
表現になったと感じ入ったことです。「人生の最終段階は
ロスタイムではなくアディショナルタイムです」と伝えたいなあ
といつも思っています。

　時間って命の一部なんですよ
　（平尾誠二：ラグビー元日本代表監督）

 今の季節を「過ごしやすい」と感じる心をもって、目の前の
15分を大事にしていこう。そして、貴重なアディショナルタイム
を今のうちから毎日作り出していければいいですね。

院長　内田　望

思いつくまま
　気のむくまま

63・・・ドクター内田のひとりごと・・・

アディショナルタイム

発熱したとき、どうしよう？発熱したとき、どうしよう？

休日急患当番医休日急患当番医

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

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

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

　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 ☎75-0050

休日在宅歯科当番医　診療時間／10:00～13:00

7月18日 みつはし歯科クリニック
※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
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

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

横瀬町
小鹿野町
大野原
長瀞町
小鹿野町
阿保町

☎24-0160
☎75-2332
☎22-6122
☎66-1000
☎75-2332
☎22-6329

荒舩医院(内)

石塚クリニック(内･呼)
長瀞医新クリニック(内)

大谷津医院(内･小)

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。
※必ず電話でご確認のうえ、受診してください。

※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

7月3日
10日
17日
18日
24日
31日

7月3日
10日
17日
18日
24日
31日

皆野町

☎23-0611

桜木町秩父市立病院 ☎23-0611
☎62-6300皆野病院

皆野町 ☎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
7月7日(木)
21日(木)

曜日 医療機関 電話

☎62-6300
☎22-3022
☎23-0611

皆野病院
秩父病院
秩父市立病院

7月2日･
16日
9日･23日
30日

期日 医療機関 電話

☎62-6300皆野病院

曜日

※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
医療機関曜日

あらいクリニック
秩父病院
秩父市立病院
井上皮膚科医院
近藤医院

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
7月7日(木)
21日(木)

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611
☎22-0336
☎22-0043

電話

7月3日
10日
17日
18日
24日
31日

小鹿野中央病院(内)

小鹿野中央病院(内)

皆野病院 ☎62-6300
秩父市立病院 ☎23-0611

 ※小鹿野町民のみ利用できます。

7月15日（金）婦人科　黒崎先生

7月29日（金）婦人科　黒崎先生

7月18日（月・祝）は、外来を休診します。

休診
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　今年も気温が高くなることが予想されます。
熱中症に十分注意しましょう。熱中症にかかる
人は高齢者だけで約6割となっており、そのう
ち、約4割が住居で発生しています。また、気温
が30℃（真夏日）を超えると熱中症による死亡
者が増加します。気温が30℃を超える日は熱
中症に警戒をしましょう。
　町では気温が30℃を超えるか、暑さ指数が
28℃を超えると予測される日に防災行政無線
放送とちちぶ安心・安全メールにて熱中症注意
喚起を行っていますので、参考にしてください。
※暑さ指数とは気温、湿度、日差し等からなる
熱中症の危険性を示す指数

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。

熱中症に注意しましょう特  集

Hp4

Hp4

Hp4

新型コロナウイルスワクチン接種のご案内
　新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目
的とした4回目接種を、令和4年7月17日（日）から開始します。
　4回目接種の対象となる人は3回目接種から5か月以上経過し
た「60歳以上の人」及び「18歳以上60歳未満で基礎疾患を有す
る人など」です。
　このうち、60歳以上の人は、町への申請がなくても3回目接種
日に応じて段階的に接種券を送付しますが、18歳以上60歳未満
で基礎疾患を有する人などのうち、4回目接種を希望する人は、
接種券の送付を申請する必要があります。詳しくは6月に全戸配
布したチラシをご覧ください。また、1～3回目も引き続き接種が
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。

風しん抗体検査及び風しん5期
定期予防接種を受けましょう

　今まで風しんの定期予防接種を受ける機会のなかった男性
を対象に、風しんの抗体検査と予防接種が公費（無料）で受けら
れます。風しんは予防接種で予防可能な感染症ですが、妊娠初
期の女性がかかると障がいを持った赤ちゃんが生まれることが
あります。妊娠中予防接種が受けられないので、妊婦の周囲に
いる人が予防接種を受けることで大切な人を守ることができ、
風しん流行の予防にもつながります。まずは、抗体が十分にある
かないかを知るため、この機会にぜひ抗体検査を受けましょう。
対象●昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生の男性
期間●令和7年3月31日まで(お早めにお受けください。有効期
限の切れているクーポン券は利用できませんので、再発行の申
請が必要です。)
費用●クーポン券利用で無料（1回限り）。ただし、転出した場合
は、利用できません。
受け方●医療機関に予約をしてから、抗体検査を受けてくださ
い。抗体検査の結果、十分な抗体がないと判断された人は、再度、
医療機関に予約をし、予防接種を受けてください。ご不明な点は、
保健課へお問い合わせください。

3歳児健診
開催日●7月22日(金)
場所●けんこう交流館（旧児童館）
該当児●平成30年10月～平成31年1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

がん検診を受けましょう
　がんは早期発見・早期治療により、生存率が高まります。新型コロナウ
イルス感染予防対策のため、人数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。）

胃がん検診
日時●7月13日(水)8：00～9：30
場所●両神ふるさと総合会館
対象●35歳以上の町民
定員●35人
費用●900円　※70歳以上は無料
申込●保健課へ電話でお申し込みください。
※今年度の集団胃がん検診は１回のみとなっています。

第1回小鹿野町健康サポーター会議が
開催されました

　5月19日(木)小鹿野文化センターで第1回小鹿野町健康サポーター
会議が開催されました。今年度は感染症拡大防止のため、リーダー会議
となりました。最初に森町長の挨拶後、委嘱式が行われ、今年度は、町内
65地区211人の皆さんへ委嘱させていただきました。
　その後、研修として保健師より「健康寿命の延伸と地域づくり」、こじか
クラブ丸山会長より「こじか筋力体操」について講義と実技体験がありま
した。

新型コロナワクチンに関する副反応等に
ついて、下記で相談に応じます

埼玉県新型コロナワクチン
専門相談窓口

0570-033-226（24時間対応）

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を考慮した郷土料理を考え
ます。令和3年度までに6人のボランティアがおり、勉強会の他、教室で講師として郷土料
理を伝える活動もしています。一緒に楽しく活動してみませんか？ぜひご参加ください。
第2回勉強会　※勉強会は年6回を計画しています。
日時●7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。

申込●保健課窓口のみです。
（1人1個まで）
受取●窓口で、所定の登録用紙に記入
していただきます。使い方等ご説明し、
その場でお渡しできます。（記入、説明、
お渡しまでに10分程度かかります。）
ポイントを貯める●県内リーダー設置
場所(町内8カ所)で、歩数データの送信
をします。(週1回以上の送信が必要で
す。)繰り返すことで、ポイントが貯まり、
県で数回実施される抽選会で賞品が当
たります。

今月の運動ミニ講座
～ウォーキングのすすめ～

　長時間継続して歩くことで有酸素性運動ができる手
軽な運動が、ウォーキングです。有酸素性運動は継続時
間が長くなるほど脂肪をエネルギーとして利用する比
率が高まるので、体脂肪の減少による肥満解消や血中
の中性脂肪の減少、血圧や血糖値の改善に効果があり
ます。さらに運動することによる心肺機能の改善や骨粗
鬆症の予防などの効果も見込まれます。この機会に
ウォーキングを始めてみませんか。

・無料アプリをダウンロード！　　・スマホを持ってウォーキング
・歩数ポイント(アプリ特典もあります)を貯めて、抽選会で賞品を 
  ゲットしよう！

スマートフォンを持っていない場合は、専用歩数計でも参加できます。

引用：厚生労働省e-ヘルスネット

【普段からできる熱中症予防行動】
●のどが渇いていなくても水分補給をしましょう。（目安：1日あたり1.2Ｌ）
※アルコール飲料は体内の水分を排泄してしまうので、水分補給には
麦茶や水などを選ぶ。
●家の中では、エアコンと扇風機を使って温度調整をする。（目安：室内に
　置いた温湿度計で28℃前後。エアコンの設定温度ではないので注意！）
●食事の欠食はしない。（食事から1日1.0Ｌ程の水分を補給しています。）
●人と2ｍ以上離れている時は、マスクを外して休憩をする。
●日傘や帽子を着用し、ゆったりとした涼しい格好をする。
●睡眠は十分にとる。
●炎天下では不要な外出や運動は中止して、涼しいところで過ごす。

春日町
こじかクラブ
(小鹿野8区)

私たち

頑張って

います！

　春日町のこじか筋力体操は、平成27年9月から町内で最初の
地区として始まりました。参加者は現在約40人おり、新型コロナ
ウイルス感染症予防対策として半数ずつの隔週参加構成をとっ
ています。こじかクラブは、参加者の体調確認、体操の声かけ、会
館の準備片付け等をしています。参加される皆さんがとても熱
心なので、こじかクラブも、皆さんに（筋トレに行って良かった！）
と思ってもらえるようにやっています。体操だけでなく、時には、
健康や食に関する情報等を提案しています。準備体操の前に、
新聞等の介護予防の体操も取り入れ、楽しく笑顔で参加できる
ように工夫しています。コ
ロナ禍の状況ですが、皆さ
んの健康維持増進が図れ
るようにこれからも活動し
ていきたいです。（春日町
こじかクラブ：千島トシ江、
逸見政子、新井幸子、須田
信恵、強矢初子）

今月の
こじか
クラブ

自分のスマートフォンで参加できます!!

乳がん･子宮頸がん検診
日時●7月13日(水)12:30～14:00
場所●両神ふるさと総合会館
対象●20歳以上の町民
定員●各検診35人
費用●乳がん検診1200円　
子宮頸がん検診800円
申込●保健課へ電話でお申し込みください。
※9月以降も集団乳がん・子宮頸がん検診を予定しています。
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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●7月15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●7月13日(水)までにお申し込みください。

　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

①7/6(水)・20(水)
②7/6(水)・20(水)
③7/13(水)・27(水)
④7/7(木)・21(木)
⑤7/14(木)・28(木)

7/25(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
新規参加者は保健課へ
お申し込みください。
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）

健康
ステップアップ教室

7/1(金)
※新規のみ
10:00～11:00
7/8(金)・22(金)

①9:30～10:30
②11:00～12:00
③14:30～15:30

いきいき館

いきいき館

18:00～20:00

10:00～11:00

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

7/20(水)

7/15(金)

10:00～11:00

いきいき館13:30～15:00

10人　マスク

栄養講義

8人　運動のできる服
装、マスク

15人　運動のできる服
装、飲み物、タオル、運動
靴、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）

7/21(木)・29(金)
（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

Hp1

　認知症予防を目的とした月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●7月5日(火)、26日(火)13:30～14:15（1部）、14:45～15:30（2部）
場所●小鹿野文化センター・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、保健課へご連絡ください。
※教室は2部制です。対象の時間にお越しください。

認知症予防教室 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●7月19日(火)13:00～15:00
相談委員●猪野龍男さん
　　　　　岩嵜愛美さん
場所●小鹿野文化センター

■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●7月27日(水)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●7月11日(月)、19日(火）
13:00～16:00
相談員●公認心理師
場所●保健福祉センター
申込●前日までに予約をしてください。
予約のない場合は、中止となりますの
でご了承ください。
※ご家族などご本人以外の相談も可能
です。
※秘密は守りますので、安心してご相
談ください。

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●①7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

 障害者手帳の取得方法、障害者手帳
による手当てや補助、車椅子などの補
装具、ホームヘルパーなどの障害福
祉サービスの申請、お仕事に関する困
りごと等の相談に親切にお答えします
日時●7月29日(金)18:00～20:00
相談員●心身障害者相談員
場所●小鹿野文化センター

心身障害者福祉相談
問合せ／保健福祉センター・福祉課 ☎75-4109

■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●7月20日(水)13:00～15:00
相談員●加藤純二さん(弁護士)
場所●小鹿野文化センター
※事前の予約は不要です。

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●8月17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。
隔月(偶数月)実施
日時●8月17日(水)10:00～12:00
相談員●渡部幸夫さん
　　　　千島恭子さん
場所●小鹿野文化センター

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。7月の予約が必要な教室

健康ポイント各１点

■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。

Hp1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●７月12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●7月19日(火)10:00～11:00
対象●認知症の人を介護する家族
場所●けんこう交流館(旧児童館)
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。
※水分補給のため各自飲み物をご持参ください。

広報 おがの　7月号 広報 おがの　7月号 2322
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4指を曲げ指先を向き合
わせた両手を、体の方へ
強く引き寄せます。

簡単な手話を覚えましょう簡単な手話を覚えましょう

指先を体に向けた指を伸
ばして前へ強く出します。

両手4指を折り曲げ、

【必要】
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/htyu.php
【必要ない】
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/htyuni.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）

必要 必要ない

※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
《5月中の同意書届出・敬称略》

4月
11日

20日

28日

29日

小鹿野

下小鹿野

小鹿野

飯田

大和田 篤雄（79)

古林 イソ子（95）

柴﨑 宏良（78）

黒田 シゲ（88）

5月
3日

3日

9日

9日

10日

12日

16日

藤倉

下小鹿野

三山

両神薄

長留

般若

小鹿野

嶌田 キヨ子（89)

今井 ツルエ（84）

荒木 敏男（87）

千隝 清子（77）

笠原 ツネ（99）

守屋 和子（88）

鈴木 タマ子（85）

ご出産
おめでとうございます

《5月中の同意書届出 (　)は保護者・敬称略》

4月
26日 小鹿野

よう  た くう  た

5月
12日 般若浅見　燈和（智)

ひより

必要 必要ない

祝悼第45回

たく
さん
遊ん
でね
♪

小鹿野町役場庁舎建設工事現場見学会
(小鹿野小学校3年生)5/23

小鹿野町役場庁舎建設
工事現場見学会
(一般)6/4

第35回
町民インディアカ大会　
5/29
優勝／黒沢明子・山田恵子・
今井和代・若林みち子チーム

高橋 陽大・空大（淳)

井
上　

實
成

斉
藤　

富
惠

新
井　

ヒ
サ

坂
本　

蔵
子

岩
﨑　

陽
子

岩
﨑
キ
ミ
子

小
鹿
野
俳
句
会

し
ぼ

ゆ
う
ず
つ

梅
干
し
て
静
か
な
夕
べ
老
夫
婦

葉
桜
や
ベ
ン
チ
に
憩
う
老
夫
婦

風
立
ち
ぬ
小
手
毬
の
花
ゆ
ら
ゆ
ら
と

夕
日
う
け
萌
黄
若
葉
の
山
光
る

「
生
き
急
ぐ
な
よ
」と　
で
で
虫
の
ブ
イ
サ
イ
ン

滝
仰
ぎ
誰
も
無
口
に
な
り
に
け
り

増
島　

敏
雄

斉
藤　

富
惠

島
﨑
ま
つ
乃

木
村　

良
子

多
比
良
キ
ヨ
子

茂
木　

た
い

長
又　

和
子

横
田
ト
シ
ヱ

秋
山
キ
ミ
子

両
神
文
芸
ク
ラ
ブ

万
緑
の
山
間
往
き
来
町
の
バ
ス

風
ま
か
せ
大
き
く
揺
れ
る
て
ま
り
花

天
へ
彩
散
ら
し
て
萎
む
花
菖
蒲

交
差
点
す
る
り
と
抜
け
て
夏
燕

老
鶯
と
鳴
き
声
真
似
て
遊
び
け
り

夕
星
に
門
の
明
り
や
え
ご
の
花

ラ
ン
ド
セ
ル
背
中
に
な
じ
み
夏
に
入
る

花
言
葉
添
え
て
光
り
し
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

杜
鵑
花
園
湖
の
水
面
に
照
り
映
ゆ
る

文芸の文芸の窓

おがのフォトニュース

我が家の

天使天使

長留
坂本幸晴さん・友加さん
大惺(たいせい）くん　弟
麻妃(あさひ）ちゃん　姉

小鹿野警察署振込詐欺
防止子供歌舞伎収録 6/12
協力／小鹿野歌舞伎保存会・
　　　小鹿野歌舞伎保存会津谷木部会

広報 おがの　7月号 広報 おがの　7月号 2524

みんなの広場　広報 おがのみんな の 広 場



情報版　広報 おがの

●ウマとのふれあいコーナー
日時　7月10日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　村の広場
費用　乗馬体験　1人500円
●魚のつかみ取り大会
日時　7月31日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　ジャブジャブ池
費用　1人800円　先着100人程度
魚（マス）がいなくなり次第終了
※申込不要、当日、ジャブジャブ池へお越しください。
●みどりの村夏の山歩き
（昆虫を見つけて観察するぞツアー）
日時　8月7日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　全体　　費用　無料
定員　20人　　締切　7月22日(金)必着
●ハーバリウム教室
日時　8月21日(日)13:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター　　費用　2,500円
定員　20人（応募者多数の場合抽選）
締切　8月5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

勤務地　国民宿舎両神荘（小鹿野町両神小森707）
職種、時間　①清掃係（温泉や客室など清掃）9:00～14:00
②サ－ビス係（レストランなどで食事の準備や応
接、片付けなど）
13:00～21:00、15:00～21:00のシフト制
③フロント係（チェックインや精算、予約受付など）
7:00～16:00、12:00～21:00のシフト制
※職種や時期により残業が発生する場合があります。
勤務日数　週2日～週5日勤務で応相談
時給　960円～　　手当　通勤手当他当社規定による
募集人数　若干名
申込＆問合　履歴書に写真を貼付のうえ、両神荘
へ郵送してください。面接日をご連絡します。
（一財）小鹿野町振興公社　国民宿舎 両神荘
小鹿野町両神小森707　☎79-1221

県民向け手話講座
「手で話そう
みんなで覚える手話講座inちちぶ」

自衛官募集

秩父ミューズパークのイベント

定)費用　無料　　定員　30組（申込順）
●夏の星座観察会
日時　8月13日(土)19:00～
場所　音楽堂(予定)　　 費用　無料
●夏のおわりの生きもの観察会
日時　8月27日（土）9:00～
場所　昆虫の森入口集合　　費用　無料
※動きやすい服装でお越しください。
申込＆問合　電話でお申し込みください。
秩父ミューズパーク管理事務所☎25-1315

彩の国ふれあいの森のイベント
国民宿舎両神荘スタッフ募集

　河川美化、愛護の意識や河川への意識を啓発
することを目的に荒川の風景画を募集します。入
賞者には応募していただいた絵をスタンドにして
贈呈しますのでぜひご応募ください。
応募期間　7月1日(金)～9月15日(木)
対象　小学生
題材　荒川流域の川やダムの風景
申込＆問合　荒川上流河川事務所ホームページ
「令和4年度荒川図画コンクール」をご覧いただき
お申し込みください。
荒川図画コンクール実行委員会事務局(荒川上流
河川事務所調査課)☎049-246-6360
https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo_index031.html

荒川図画コンクール作品募集

令和4年度第2回警察官採用試験締切　8月13日(土)
●木琴を作ろう
日時　8月21日(日）10:00～15:30
内容　県産のスギ材を使って、手作りの木琴を作
ります。音階はチューナーを使用し、音板（おんば
ん）を切り詰めながら調整します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
定員　5人(申込順)　　 費用　2,000円／人
締切　8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

埼玉県からのお知らせ

埼玉司法書士会からのお知らせ●7月は虐待ゼロ推進月間です!
　虐待はいかなる理由があっても禁止されるもの
です。虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をし
てしまったなどの場合は、「埼玉県虐待通報ダイヤ
ル#7171」に電話してください。（ひかり電話、IP電
話 、ダイヤル回線、P H S を利用の場合は
0120-80-7171、どちらもつながらない場合は
048-762-7533へおかけください。）
●がんワンストップ無料電話相談
　働くがん患者さんの治療と仕事の両立を支援す
るため、複数の専門職による相談会を開催します。
日時　7月12日(火)、26日(火)、8月8日(月)、25日
(木)18:15～20:30(最終受付20:00)
対象　県内在住又は在勤する就労中のがん患者の
人(求職中の人も含む)
申込＆問合　県ホームページ又は
電話・メールにてお申し込みください。
埼玉県疾病対策課☎048-830-3651
メール　a3590-06@pref.saitama.lg.jp

埼玉県県民の森のイベント

●癒やしの森林散策
日時　7月17日(日)10:00～14:00
内容　県民の森をゆっくり散策し、森の中での
ティータイムなどで心身をリラックスさせます。
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　7月13日(水)
●親子で作ろう「森の木箱」埼玉の木と森大研究!!
日時　7月23日(土)①10:00～12:00　
②13:00～15:00
内容　埼玉木育フォーラムの専門家を講師として
招き、木と森、そこに住む生き物たちについて学び
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　1,000円
締切　7月18日(祝)
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

ちちぶ雇用活性化協議会からの
お知らせ

熊谷高等技術専門校秩父分校
技能講習受講生募集

食中毒に注意しましょう

　暑い季節は、細菌による食中毒が多く発生します。
食中毒予防の3原則を行い、健康に過ごしましょう。
①菌を付けない･･･十分な手洗い
②菌を増やさない･･･低温保存(10℃以下)
③菌をやっつける･･･よく加熱(75℃以上、1分間以上)
問合　秩父保健所☎22-3824

にじいろの会

　うつ病など精神疾患を治療中の人、その身内・知人。
LGBTなどで生きづらさを感じている人、社会復帰を
目指している人を対象とした気軽に誰でも集まれる
場所です。
日時　毎月第3土曜日18:00～20:00
場所　長寿ハウス　　費用　200円
問合　南☎090-7404-5751

放置された空き家は犯罪の温床

　放置された空き家は、草木が生い茂ったり、郵
便物が溜まったりするなど、一目見て無人である
ことがわかります。そのため、空き家を対象とした
泥棒に狙われたり、不審者が入り込んで住み着い
てしまったり、ゴミの不法投棄や放火等の対象に
なってしまい、犯罪の温床となるおそれがあります。
　また、犯罪の拠点になるなど、治安悪化の要因
にもなるので、空き家の所有者には空き家の適正
な管理をしていただくとともに、近所に不安な空
き家がある場合は、なにかお気付きの点があれば、
早めに警察へ相談するようお願いします。
問合　小鹿野警察署☎75-0110

サマージャンボ宝くじ発売

　『サマージャンボ宝くじ』と『サマージャンボミニ』が
全国で2種類同時発売されます。
　発売期間は、7月5日(火)～8月5日(金)までです。
お求めは埼玉県内の宝くじ売り場で。
※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよ
いまちづくりに使われます。

中小企業･個人事業者のための
無料電話法律相談会

日時　7月20日(水)14:00～16:00（最終受付15:30）
相談時間　30分程度
相談内容　経営再建、債権回収、労使問題など
費用　無料
☎048-838-2240(予約不要、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

ハッピー･パートナー運転
ボランティア募集

※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

●業務に活かすドローン(基礎)
日時　9月10日(土)、11日(日)9:00～16:00
費用　受講料3,800円(税込)
●Word応用
日時　9月10日(土)、17日(土)9:00～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代2,200円(税
込)
申込＆問合　8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

●航空学生（航空機パイロット養成）
試験期日　9月19日(祝)2次･3次試験あり
受付期間　7月1日(金)～9月8日(木)
募集資格　海　18歳以上23歳未満の男女
　　　　　空　18歳以上21歳未満の男女
●陸海空自衛官候補生（任期制自衛官）
受付期間　年間を通じて行っています。
募集資格　18歳以上33歳未満の男女
※32歳は一部制限あり
問合　自衛隊秩父地域事務所
秩父郡市担当広報官　堀川
☎22-6157、080-3431-0635　 ●仕事力アップにつながる人気の3講座

ビジネススキル向上セミナー
日時　8月24日(水)、31日(水)、9月7日(水)
全日14:00～16:00
場所　秩父宮記念市民会館・けやきフォーラム
講師　宮前昌美氏、須見庸子氏、大村美樹子氏
対象　秩父地域で就職を希望する求職者
費用　無料　　定員　20人
※このほかのセミナーはホームページをご覧くだ
さい。
申込＆問合　
電話又はホームページから
お申し込みください。
ちちぶ雇用活性化協議会☎26-7691

●県北総合相談センター出張法律相談会
日時・会場　7月20日(水)、8月17日(水)、9月21日
(水)13:30～16:30　　上柴公民館
7月12日(火)、8月9日(火)、9月13日(火)13:30～
16:30　　寄居町中央公民館
※10月以降も開催予定ですが、詳細等は予約時
にご確認ください。
相談方法　面談相談(1組1時間) ※要予約
予約方法　総合相談センターで電話予約
（☎048-838-7472）を受け付けます。
相談内容　相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、
不動産の名義変更など
費用　無料
●全国一斉「遺言･相続」相談会
日時　8月7日(日)10:00～16:00
☎048-872-8055(予約不要、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　埼玉司法書士会事務局☎048-863-7861

受付期間　7月13日（水）9:00～8月24日（水）17:00
申込＆問合　受験に関しては小鹿野警察署までお問
い合わせください。
申し込みは
「埼玉県警察ホームページ」
からお申し込みください。
小鹿野警察署☎75-0110

日時　8月17日（水）～9月7日（水）の水曜日
19：00～21：00（全4回）
場所　秩父市歴史文化伝承館研修室
内容　あいさつ、自己紹介、基本的な対応などの
手話を学びませんか？
対象　秩父郡市に居住又は通勤・通学する人（18
歳未満の人は保護者の同意が必要です。）
参加費　990円（テキスト代）　　定員　20人
申込＆問合　7月29日（金）までに電話又はFAXで
保健福祉センター・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

●子ども昆虫探検隊
日時　7月30日（土）9:00～
場所　百花園駐車場集合　　費用　無料
●星座の立体模型を作ってみよう
日時　8月13日(土)18:00～  場所　音楽堂(予

●間伐体験と木製風鈴作り
日時　8月11日(祝)10:00～15:00
内容　間伐（伐採）を体験し、間伐した桧の枝を使
い木製風鈴を製作します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
定員　10人(申込順)　　 費用　1,000円/人
締切　8月4日(木)
●渓流散策と魚道巡り
日時　8月20日(土）10:00～15:00
内容　中津川まるごとガイドの案内により、渓流
トレッキングをしながら魚道を巡ります。
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　1,000円/人（木製キーホルダープレゼント）

　ハッピー･パートナーは、社会福祉協議会で行っ
ている「福祉有償運送」です。運転ボランティアを
やってみたいと思う人のお問い合わせをお待ちし
ています。
問合　小鹿野町社会福祉協議会☎75-4181
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