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第1回おがの花火大会＆
サイエンスショー　8/16

　8月16日(火)に第1回おがの花火大
会（主催：西秩父商工会青年部）が開
催され、夏の夜空に浮かぶ大輪の華で
多くの来場者を魅了していました。また、
花火大会前にはサイエンスショー（主
催：西秩父ライオンズクラブ）も開催され、
科学の楽しさを届けていただきました。

9月1日現在 【世帯数】4,581世帯
 【総人口】10,699人【男性】5,328人【女性】5,371人
8月中の異動 出生5人/死亡20人/転入24人/転出21人

戸籍の窓 合角ダム貯水量状況
（令和4年９月15日現在）
貯水位　313.61m
貯水量　4.036.700㎥
貯水率　86.8%各種ゴミ収集日  各世帯に配布してあるごみカレンダーでご確認ください。

広報おがのは、行政区の皆さんのご協力で配布しています。
なお、役場窓口（両神庁舎）、公民館、図書館、子育て支援センターでも配布しています。

役場の休日窓口開設日（両神庁舎のみ） 土曜日の8：30～17：15（祝日を除く）
各種証明書の発行及び収納のみ

洪水期：7月～9月
総貯水量：4,650,000㎥
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10生活カレンダー
小鹿野町 今月の納税今月の納税

町県民税 第 3 期
国民健康保険税 第 4 期
介護保険料 第 4 期

※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
■日中開放

統計の日

計量記念日
彩の国教育の日

文化の日

土用

読書週間国連デー霜降

共同募金•
法の日

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日 ★図書館休館日

▲ハロウィン■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
◎こころの悩み
　何でも相談

プレーパーク
（みどりの村）

小鹿野
ロードレース大会

◎健康ふれあい
　フェスティバル

★図書館休館日

▲開放
☆なかよしキッズ
●バランスボール教室
◆認知症予防教室

▲開放
●子育てこころの相談
■日中開放
◆行政相談

▲開放

▲ミニミニ運動会
◎こころの悩み
　何でも相談
■長寿筋トレ教室
■日中開放

☆おはなしひろば▲開放
▲すくすく
　（離乳食相談)
■ステップ体操(動画)

▲年齢別講座
　てくてくじゃんぷ
●1•6、2歳児健診
◎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

▲ともだちになろう
◎ひきこもり相談
◎認知症相談日

▲年齢別講座
　よちよち

▲サーキット遊び
▲子育て相談
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲手形足形スタンプ
◆乳がん•
　子宮頸がん検診
●バランスボール教室
■長寿筋トレ教室
■日中開放

★図書館休館日

▲お庭で遊ぼう
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
■体組成計測定日
◆登記・法律相談
人権相談（両神庁舎）

▲親子ふれあい遊び
●乳児健診
■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)
●交流会

10�1

29

寒露

スポーツの日

▲発育測定•栄養相談
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲お庭で遊ぼう
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲お庭で遊ぼう
●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)
■長寿筋トレ教室

▲開放
▲すくすく（手形足形•
　ふれあい遊び）
■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)

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

2022（令和4年）NO.205 広報おがの／令和4年10月1日発行
編集・発行：小鹿野町役場（両神庁舎・総務課）　〒368-0201秩父郡小鹿野町両神薄2906番地　
TEL0494-75-1221㈹　FAX0494-75-2819　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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10月31日(月）までに納めてください。

▲開放
●長寿筋トレ教室
■夜間開放



　歳入は、町税と地方交付税が歳入全体の57％を占めてお
り、町の主要な財源となっています。
　前年度と比較すると、町税で、個人町民税所得割が減収
となったほか固定資産税において土地・家屋の評価替えが
あったことやコロナ対策として減免措置を実施したことに
より、4,988万1千円減少となりました。一方、地方交付税に
おいては、コロナ対応などで地方負担が増加していることか
ら、普通交付税が追加交付されたため、3億3,270万9千円
の増加となりました。国庫支出金では、令和2年度には、特
別定額給付金給付事業や新型コロナウイルス感染症対策
事業に対する多額の補助金を受け入れていたことにより、 
15億1,680万9千円の減少、町債では、庁舎整備事業や町
道の災害復旧事業において、翌年度へ事業費の繰越を行っ
ていることから、その財源として見込んでいた分の借入がな
かったことにより1億9,643万8千円の減少となるなど、歳入
全体で13億7,616万8千円の減少となりました。

歳入総額  8,158,825千円
歳出総額  7,506,710千円

歳入

　歳出は、義務的経費といわれる人件費、扶助費、公債費が
全体の42％を占めており、前年度との比較では2億3,905万
5千円の増額となりました。人件費においては、選挙が3回
執行されたことなどにより172万8千円増加したほか、扶助
費においても、子育て世帯や住民税非課税世帯に対し給付
金給付事業を実施したことにより2億4,684万5千円増加と
なりました。
　物件費では、庁舎建設に用いる木材調達として原材料費
が増加しましたが、令和2年度に実施したＧＩＧＡスクール
構想実現事業での備品購入費や委託料が減少したことに
より、物件費全体では4,318万2千円の減少となっています。
　補助費においては、例年どおりの支出でありましたが、令
和2年度に特別定額給付金給付事業や新型コロナウイルス
感染症対策事業を実施していたため、14億4,831万1千円
の減少となりました。
　普通建設事業費では、庁舎建設事業をはじめ、町道や林
道、公共施設の改修事業などを実施しましたが、令和2年度
より町単独での事業費が減少したことにより、9,435万4千
円の減少となりました。
　そのほか、災害復旧事業費では、町道704号線復旧工事
を実施していますが、一部事業費を令和4年度に繰り越して
いるため3億4,578万9千円の減少となりました。

歳出

依存財源
(70％)

自主
財源
(30％)

町税
1,188,542千円
(15%)

繰越金
744,351千円
（9%）

諸収入等
477,651千円
（6%）

地方交付税
3,410,783千円
(42%)

国庫支出金
896,393千円
(11%)

国庫支出金
896,393千円
(11%)

県支出金
353,380千円
(4%)

町債
675,842千円
(8%)

交付金・その他
411,883千円（5%）

※（　）は構成比です。

款別
経費

性質別
経費

　令和3年度の主な決算の内容は以上のとおりとなりました。
　人口減少による町税の減少が見込まれる中で、大変厳しい
財政運営となりますが、今後も住民福祉の向上に努めるととも
に、健全な財政運営に取り組んでまいります。

総務費
1,227,953千円
（16%）

民生費
2,095,196千円
（28%）

衛生費
1,001,591千円
（13%）

人件費
1,394,946千円
（19%）

扶助費
921,256千円（12%）

公債費
834,730千円
（11%）物件費

1,298,696千円
（17%）

補助費等
1,207,503千円
（16%）

補助費等
1,207,503千円
（16%）

普通建設事業費
551,565千円
（8%）

普通建設事業費
551,565千円
（8%）

その他
1,298,014千円
（17%）

農林水産業費
224,381千円（3%）

商工費
329,294千円
（4%）

土木費
251,699千円
（3%）

消防費
358,956千円
（5%）

教育費
640,148千円
（9%）

災害復旧費
66,234千円
（1%）

公債費
834,730千円
（11%）

諸支出金
414,972千円（6%）

議会費
61,556千円（1%）

　町の預金となっている基金の
総額は、財政調整基金やふるさと
応援基金などへ積み立てを行っ
たほか、両神山を中心とした自然
資産の活用のためにいただいた
寄附金を新たに基金へと積み立
てたことにより、令和2年度より4
億1,174万円増の34億9,056万3
千円となりました。また、借入金の
残高は、合併特例債や緊急防災・
減災事業債などが減少したこと
により、1億3,329万7千円減の78
億3,232万2千円となりました。

基金残高と起債残高の推移

　令和3年度の決算に基づく、財政健全化に関する指標は次
のとおりとなりました。前年度比で、実質公債費比率は横ば
い、将来負担比率は財政調整基金へ積み立てを行ったこと

財政健全化比率

特別会計・公営企業会計
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
財政調整基金 減債基金 その他 町債残高

健全化判断比率 実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

令和元年度
令和２年度
令和３年度
国の早期健全化基準

―
―
―
15.0

―
―
―
20.0

8.2
8.3
8.3
25.0

29.7
43.5
24.9
350.0

公営企業
資金不足比率

病院事業
会計

国民宿舎
事業会計

浄化槽
特別会計

令和元年度
令和２年度
令和３年度

―
―
―

―
―
―

―
―
―

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

などにより18.6％改善し、いずれの指標も国の基準以下と
なっており、健全な財政運営となっています。

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

特別会計

公営企業会計

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

介護保険特別会計

14億5,825万8千円
2億9,275万8千円
15億3,601万5千円
2億677万9千円
1億3,489万3千円

13億9,505万5千円
2億9,043万7千円
14億4,418万4千円
1億8,400万5千円
1億2,686万5千円

6,320万3千円
232万1千円
9,183万1千円
2,277万4千円
802万8千円

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

病院事業会計
   
国民宿舎事業会計

13億7,968万2千円
8,182万7千円
2億497万1千円
1,418万2千円

13億891万8千円
1億3,394万円

2億1,755万4千円
1,258万4千円

8,513万3千円
   

△1,141万5千円
   

令和3年度決算令和3年度決算
　令和3年度一般会計決算の状況は、歳入総額81億5,882万5千円、歳出総額
75億671万円で、差引6億5,211万5千円となり、このうち翌年度に繰り越すべき
財源1億7,318万円を差し引いた実質収支は4億7,893万5千円の黒字決算とな
りました。主な要因につきましては、地方交付税が増加したことや新型コロナウ
イルス感染症の影響により、一部の事業で延期や中止、規模縮小など事業執行
できなかったものがあり、歳出が抑制されたことによるものです。

収入済額 支出済額 収支

広報 おがの　10月号 広報 おがの　10月号
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町営住宅の入居者を募集します町営住宅の入居者を募集します

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

町営住宅美屋団地

募集戸数●1戸(抽選)

物件構造●木造2階建3LDK72.86㎡

所在地●小鹿野町小鹿野1278番地

(やすらぎの丘公園西約200ｍ）

家賃●所得により決定　　

敷金●家賃の3カ月分

駐車場●2,500円/台(月額)

町営住宅笠原団地

募集戸数●1戸(抽選)　

物件構造●木造2階建2LDK67.3㎡

所在地●小鹿野町小鹿野405番地(南裏通り伊豆沢入り口）

家賃●所得により決定　　

敷金●家賃の3カ月分

駐車場●2,500円/台(月額)

入居資格
■現に同居し、又は同居する親族がいること。
■所得月額が扶養控除後15万8,000円以下であること。
■自ら居住するための住宅を必要としていること。
■申込者本人を含む同居世帯の全員が暴力団員でないこと。
■国・地方税を滞納していないこと。

令和５年度
保育所(園)＆認定こども園の入所(園)児童を募集します
令和５年度
保育所(園)＆認定こども園の入所(園)児童を募集します

　町では、来年4月から新たに保育所(園)や認定こども園に入園・

入所を希望する児童を募集します。希望される人は、申込書類を期

間内に提出してください。また、継続の申請も同様に受け付けます。

入所(園)基準●次のどちらかに該当する場合です。
■就学前の児童で家庭状況や就労等により保育の必要性がある

場合
■現在家庭保育をしている、来年度3歳児から5歳児(平成29年4

月2日生～令和2年4月1日生)の児童で認定こども園（教育認

定）の利用を希望する場合

募集期間●10月3日(月)～31日(月)

申込先●両神庁舎・住民生活課

申込書類●住民生活課及び町内の各保育所(園)で10月3日(月)よ

り配布します。(現在町外の施設に通っている人には送付します。)

保育料●子どもの年齢・世帯の町民税額・保育時間によって算定さ

れます。

入所(園)承諾●審査を行い、入所(園)の可否を決定し、1月末まで

に通知します。認定こども園については、内定の連絡後、各園と契約

を行ってください。

その他

①他市町村の保育所(園)へ入所を希望する場合は、町内の保育

所(園)への申し込みに準じ、住民生活課に申込書を提出してくだ

さい。

②5月以降に入所(年度途中の入所)を希望する場合は、入所希望

日(各月1日)の前々月末日までに申込書を住民生活課に提出して

ください。

③保育所(園)・認定こども園にはそれぞれに特色があります。入所

(園)についてのご質問等は住民生活課までお気軽にお問い合わ

せください。

問合せ●両神庁舎・住民生活課 子育て包括支援室☎75-4101

統計調査員を募集します統計調査員を募集します

　町では、基幹統計調査（国勢調査や、住宅・土地統計調査など）で

統計調査員として活動していただける人を募集しています。なお、統

計調査に従事いただく場合、あらかじめ統計調査員としての登録が

必要となります。

　ぜひ統計調査員の登録にご協力ください。

統計調査員として登録できる人

　20歳以上の心身ともに健康で、調査内容の秘密を守り、誠実に

仕事に取り組んでいただける人。ただし、警察、税務及び選挙に直

接関係のある人は除かれます。

調査員の身分と報酬

　統計調査ごとに、国や県が任命する非常勤の公務員となります。

　調査の種類や受持ち件数によって異なりますが、国の基準に基

づき報酬が支払われます。

申込＆問合せ●随時受け付けています。

　　　　　　　両神庁舎･総務課☎75-1223

第50回小鹿野ロードレース大会　交通規制のお知らせ第50回小鹿野ロードレース大会　交通規制のお知らせ

　10月16日（日）のロードレース大会当

日、交通規制が行われます。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●小鹿野ロードレース大会実行委

員会事務局（小鹿野文化センター･社会教

育課内）☎75-0063

※詳細については、9月に毎戸配布したチ

ラシか町ホームページをご確認ください。

健康ふれあい
フェスティバル
第41回健康まつり・
第38回町民輪投げ大会

健康ふれあい
フェスティバル
第41回健康まつり・
第38回町民輪投げ大会

　健康の知識を楽しみながら身につけません
か？新型コロナウイルス感染予防対策のため、
規模及び参加人数を制限して開催します。な
お、感染状況により中止になる場合があります。
日時●10月23日(日)9:30～12:00
場所●保健福祉センター、けんこう交流館（旧
児童館）、国保町立小鹿野中央病院駐車場
定員●300人（当日先着順）
問合せ●保健福祉センター･保健課
　　　　☎75-0135

施設名 対象児童 保育の必要性 募集人員 開所時間

町立おがの保育所
☎75-0342

町立おがのこども園
☎75-3292

社会福祉法人
小鹿野ひまわり保育園
☎75-3354

0歳児(8か月)
～2歳児

3歳児～5歳児

0歳児(45日)
～5歳児

あり

あり

あり

若干名

若干名

若干名
なし

月～土7:30～18:30
(12/29～1/3は休み)

月～金8:40～14:00
(春・夏・冬に長期休業あり)

月～土7:30～18:30
(12/29～1/3は休み)

7:00～19:00
(1月1日以外全日開園)

募集期間●10月7日(金)～21日(金)
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204

※本大会は「スポーツ振興くじ（toto）」の
助成を受け開催しています。
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新しい学校づくりに向けて夢や希望が持てるよう
取り組んでまいりますので、皆さんのご協力をお願いします。

小鹿野町国際交流協会主催講演会「多言語で広がる国際交流」小鹿野町国際交流協会主催講演会「多言語で広がる国際交流」
　多くの日本人は、外国語（含む英語）に苦手意識を持っている
のではないでしょうか。では、どのようにしたら外国語（含む英
語）を楽しみながら身に着けることができるでしょう。講師の40
年に及ぶ実践と研究についてお話していただきます。
日時●11月6日（日）14:00～15:30（講演終了後に30分ほどの
交流時間有り）
場所●小鹿野文化センター･大会議室
講師●井内わかさん（一般財団法人 言語交流研究所 ヒッポファ
ミリークラブ 研究員）

対象●英語を含む外国語及び外国語教育、国際交流に興味をお
持ちの人
申込●不要(講演時間内の出入り自由)
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策を講じて開催し
ます。当日検温で発熱がみられる場合、風邪症状がある場合、体
調に不安がある場合はご来場をお控えください。また、ご来場の
際はマスク着用、咳エチケット、手洗いや手指消毒にご協力くだ
さい。
問合せ●両神庁舎･総務課内国際交流協会事務局☎75-1221

　広報8月号でお知らせした、10月6日(木)に開催予定の小鹿野
町敬老会ですが、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止及
び、参加者の健康･安全を最優先に考え今年度も中止とします。
誠に残念ではございますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

　なお、記念品（商品券）については、対象者（喜寿、金婚者等）へ
直接お届けします。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

～ダリアが彩る～ 尾ノ内渓谷紅葉まつり～ダリアが彩る～ 尾ノ内渓谷紅葉まつり

～時代の変化に伴う情報発信の移り変わり～～時代の変化に伴う情報発信の移り変わり～
VOL.05

　回覧板や新聞、テレビのニュースを頼りに身の回りから
世の中の情勢を知り、生活を行っていた平成の初期の時
代がありました。平成後期になると、その情報源はパソコ
ンを経て、手に収まる携帯電話からスマートフォンへと移
り変わりました。令和の現代においては、そのほとんどをス
マートフォンに依存する形となっています。地域商社おが
のも、スマートフォンから手軽にタイムリーな情報をキャッ
チできるよう、インスタグラムを活用し、情報発信に努めて

問合せ●地域商社推進室☎72-8080

問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課☎79-1201

地域商社おがの

いますので、皆さんの「フォロー」や「いいね！」による応援
をお待ちしています。
　ただし、全ての皆さんがスマートフォンでインスタグラム
を活用している訳ではないため、広報おがのでのイベント
情報発信から、紙媒体のチラシの作成など、これまでどお
りの活動も続け、幅広い層のお客様に引き続き道の駅をご
愛顧いただけるよう努めてまいりますのでよろしくお願い
します。

なぜなぜなになに

■多かった主なご意見

■アンケート結果

小学校再編（統合）の方法について

4校を一斉統合　69％

4校一斉統合をする時期について

『小鹿野町の小学校再編整備(統合)方針及び実施計画』を策定『小鹿野町の小学校再編整備(統合)方針及び実施計画』を策定

　教育委員会では、町内の各小学校区で小学校再編整備に係る
説明会を実施し、皆さんからいただいたご意見やアンケートの結
果（以下の資料参照）を踏まえ、8月24日に開催された教育委員会
で「小鹿野町の小学校再編整備(統合)方針及び実施計画」を正
式に策定しました。
　計画の基本方針は次のとおりです。

▲
各校の子どもが同じ条件でスタートできるので、段階的統合よ
りも、一斉統合の方がよいと思う。

▲

子どもたちの学習環境や中学校への繫がり等を考えると、各小
学校の良さを取り入れて統合をするのがよいと思う。

▲

保護者や地域の人 も々関わり、学校を一緒に作り上げる（ワクワ
ク楽しい）愛着ある統合校になることを望む。小鹿野小学校へ
の吸収統合ではなく、新たな小鹿野小学校となってほしい。

▲

統合して、（特に低学年の）１クラスの人数が多く単級になった
場合は、学習指導員等を手厚く配置して、子どもたちにとってよ
りよい環境を整えてもらいたい。

▲

統合前に実のある交流事業や交流授業を数多く実施し、子ども
たちが不安を抱かず統合できるようにしてほしい。

▲

統合に関わる具体的な協議事項を準備委員会でしっかりと話
し合い、ランドセルや体育着などについては早く決めて周知して
ほしい。保護者の負担軽減についても配慮をしてもらいたい。

▲

（統合の）対象となる子どもたちの意見や希望を、最大限反映さ
せてもらえるとよいと思う。

▲

学童保育はどうなるのか。保育期間を月契約でできる学童保育
があってほしいので、両神学童保育はぜひ残してほしい。

▲

子どもの数が増加するような方策を、考えて努力してほしい。
（小鹿野町は）給食費や学用品などへの補助が非常に充実して
いることを、もっとアピールすべきである。

▲

統合後の3小学校の活用の見通しを考え、利活用をしっかりと
やってほしい。

開催日 会　場

6月13日（月）

6月15日（水）

6月21日（火）

6月24日（金）

6月27日（月）

計

15人

38人

26人

34人

16人

129人

小鹿野小学校体育館

長若小学校体育館

三田川小学校体育館

両神小学校体育館

小鹿野小学校体育館

■地域説明会の概要
参加者数

【基本方針】
①小鹿野小学校、長若小学校、三田川小学校、両神小学校を１校に
統合します。
②統合の時期や方法は、令和7年4月の4校一斉統合を目指します。
③統合に向けて調整・協議する事項が発生した場合には、統合準備
委員会（仮称）を組織・設置して検討します。
　計画書全文については、ホームページに掲載して
いますので右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
でも計画書の配布を行っています。
URL　https://www.town.ogano.lg.jp/
　　　 shougakkousaihenseibihoushinjisshikeikaku/

インスタグラム
薬師の湯公式アカウント

敬老会中止のお知らせ敬老会中止のお知らせ

　11月3日(祝）に開催を計画していました第46回両神ふるさと
まつりは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止及び、出演
者・来場者の健康と安全確保を考慮して、中止とします。楽しみ

にされていた皆さんには申し訳ありませんが、ご理解のほどよろ
しくお願いします。
問合せ●両神ふるさとまつり実行委員会事務局(両神庁舎・おも
てなし課) ☎79-1100

第46回両神ふるさとまつり中止のお知らせ第46回両神ふるさとまつり中止のお知らせ

1校ずつの
段階的統合　19％
2校・1校ずつの
段階的統合　3％
その他　4％
無回答　5％

令和7年度　83％
令和6年度　13％
令和8年度以降　4％

　両神山を源流とする尾ノ内渓谷は、小鹿野町有数の緑と滝と
清流の美しい景勝地です。西秩父自然公園の山々が色づく頃に合
わせ「尾ノ内渓谷紅葉まつり」を開催します。11月5日(土)には、小
水力発電により吊り橋のライトアップを行います。

日時●1日目　11月5日（土）17:00～19:00吊り橋ライトアップ
　　　2日目　11月6日（日）10:00～14:00
場所●尾ノ内自然ふれあい館　第1駐車場（河原沢地内）
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101
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補助金限度額

緊急通報システム事業

在宅で生活している高齢者等の皆さんへ在宅で生活している高齢者等の皆さんへ

　町では、在宅で暮らしている高齢者等の皆さんが、安心・安全に
過ごせるよう各種サービスが利用できます。

ご存知ですか「行政相談週間」10月17日(月)～23日(日)ご存知ですか「行政相談週間」10月17日(月)～23日(日)

　この週間は、行政相談制度を広く広報し、国民の皆さ
んにこの制度を利用していただくため、関係行事を全国
的に実施しています。
　町でも、総務大臣から委嘱された行政相談委員が行政
相談所を開設して、皆さんからの相談をお待ちしています。
　役所の仕事などについて「わからない」「説明に納得で
きない」「処理が間違っているのではないか」などの苦情
や要望を受け付けています。
日時●10月17日(月)13:00～15:00
場所●小鹿野文化センター
相談内容●福祉、道路、医療、保険、年金、税金など
※毎月第3月曜日(休日の場合は、翌平日に実施)

※開催日時や場所が変わることがありますので「広報お
がの」定期無料相談のページ(今月号は23ページ)をご確
認いただくか、お問い合わせください。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1223

　一人暮らしの高齢者や重度の障害者に対し、自宅に専
用の機械を設置（電話回線が必要）し、急病、事故等で緊
急に救助が必要になった時に、機器のボタンを押すだけ
で秩父消防本部へ通報ができます。
対象●次のどちらかに該当する人
①身体上慢性的な疾患等により、日常生活を営むうえで
常時注意を要する人であって、同一敷地内又は同一建物
内に通報できる親族が居住していない人
②一人暮らしに不安を抱える高齢者（昼間又は夜間のみ
一人になる人を含む。）

利用料金
①に該当する人

▲

機器等の設置に要する費用は町の負担
とし、使用に係る基本料金、通話料金その他機器等に係
る電気料金は機器等の利用者の負担となります。
②に該当する人

▲

緊急通報システムに係るすべての費用
が利用者の負担となります。

生活保護制度をご存知ですか？生活保護制度をご存知ですか？

　生活保護制度は、生活に困窮する世帯に対して必要な生活を保障し、同時に
一日でも早く自立できるよう支援する制度です。
　生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなた
にでもあります。お気軽にご連絡ください。
こんな人が受けられます
　収入、預貯金がないか、あっても少なく生活費や医療費に困っている世帯
※資産・能力などすべての活用が要件であり、民法上の扶養義務者（曾祖父母～
曾孫、兄弟姉妹、配偶者）の扶養は生活保護に優先します。
保護費の額
　「最低生活費」と保護を受給する世帯の「収入」を比べ、「収入」が下回る場合は
その不足分を支給します。（図参照）
※生活保護を受給する要件や「最低生活費」は個々の世帯の状況により異なりま
す。上記のほか細かな規定がありますので、詳しくは下記の問い合わせ先にご相
談ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109
　　　　秩父福祉事務所☎23-2115

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています

　令和2年4月から「第11回戦没者等の遺族に対する特別
弔慰金」の請求を受け付けています。
対象●令和2年4月1日(基準日)において「恩給法による
公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない
場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に支給され
ます。
■戦没者等の死亡当時のご遺族で
①令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取得した人
②戦没者等の子
③戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の
要件により、順番が入れ替わります。
④左記①から③以外の戦没者等の三親等以内の親族
(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を
有していた人に限ります。
支給金額●25万円(5年償還の記名国債)
請求期限●令和5年3月31日まで
※請求期限が過ぎると、第11回特別弔慰金の請求ができ
ませんので、ご注意ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

小鹿野町合併記念タイムカプセルの掘り出しについて小鹿野町合併記念タイムカプセルの掘り出しについて

　平成17年の旧小鹿野町と旧両神村の合併記念として、
西秩父ライオンズクラブから小鹿野町へ寄贈していただい
たタイムカプセルを小鹿野町役場新庁舎建設に伴い掘り
出しを行ったところ、タイムカプセルの内部に水が溜まり、

残念ながら書類など中の物が復元不可能な状態となって
いました。ご報告が遅れましたことを深くお詫び申し上げ
ます。
問合せ●両神庁舎･まちづくり推進室☎26-6581

介護保険紙おむつ給付事業

　在宅で生活している常時おむつを必要とする人に対
し、紙おむつ及び紙おむつ用補助パッドを給付します。
対象●町内に住所を有する65歳以上の在宅で生活され
ている市町村民税が課されていない人で、常に紙おむつ
等を必要とし、次のいずれかに該当する町税等に滞納が
ない人
①介護保険法に規定する要介護状態区分4・5に該当す
る人

②要介護状態区分が、①に該当しない人は、認定調査票
の「排尿」又は「排便」の項目において「全介助」「一部介
助」又は「見守り等」に該当する人
③要介護認定を受けていない人等は、認定調査と同様の
方法により必要性が確認された人（福祉課で調査しま
す。）
給付方法●4、7、10、1月に自宅等へ直接お届けします。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

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

保護が受けられる場合

　収入が最低生活費を下回
るため、その不足分のみ保護
費が支給されます。

最低
生活費

収入

保護費

広報 おがの　10月号 広報 おがの　10月号 98



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

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～

　みどりの村･村の広場にて楽しい遊びがいっぱいのプレーパーク
が開催されます。大勢の皆さんの参加をお待ちしています。
日時●10月23日(日)、11月27日(日)両日とも10:00～14:00
雨天実施　
参加時間は自由です！
場所●みどりの村･村の広場（小鹿野町飯田853番地）
※10月23日（日）のプレーパーク終了後14:00～15:30（予定）に｢プ
レーリーダー養成講座｣をみどりの交流館研修室にて開催します。プ
レーリーダーに興味がある皆さんの参加をお待ちしています。

参加の際の注意事項
■新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、体温が37.5℃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

発達障害者就労支援センター（ジョブセンター）からのお知らせ発達障害者就労支援センター（ジョブセンター）からのお知らせ

　埼玉県では、発達障害に特化し、就労相談から職業能力評価、就
労訓練、就職活動支援、職場定着までを支援する「発達障害者就労
支援センター（ジョブセンター）」を運営しています。9月からオンラ
イン相談も開催し、令和5年2月22日(水)にはオンラインワークフェ
スタを開催予定です。
　同センターでは、発達障害のために就労が困難な人の就労を支
援し、それぞれの得意な分野でこれまでに600人以上が就職してい
ます。

2023年版埼玉県民手帳の販売2023年版埼玉県民手帳の販売

　毎年好評をいただいている埼玉県民手帳(2023年版)を販売し
ます。

販売期間●10月14日(金)～12月16日(金)
※県内の一部の書店では令和5年2月末まで販売しています。
販売場所●【町内】村上書店、両神庁舎・総務課
【町外】埼玉県統計相談室（県庁第2庁舎1階）、埼玉県県民活動総
合センター、埼玉県物産観光館「そぴあ」、その他県内一部の書店・
コンビニ等
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1223
埼玉県統計協会☎048-830-2330(埼玉県総務部統計課内)

対象●医師の診断や障害者手帳の有無にかかわらず、発達障害の
特性を持ち、その自覚がある人で企業等への一般就労（障害者雇用
枠での就労を含む）を希望している人。ただし、障害福祉サービスの
就労移行支援を利用して訓練を受ける際には、医師の診断及び市
町村による障害福祉サービスの受給決定が必要です。
場所●ジョブセンター熊谷(熊谷市桜木町1-137)
※このほかのジョブセンターは、川口市、草加市、川越市にあります。
問合せ●ジョブセンター熊谷☎048-501-8917

燃えるごみの受け入れを一時休止します燃えるごみの受け入れを一時休止します

　秩父クリーンセンターではごみの受け入れ時に使用している計
量器検査のため、ごみの受け入れを一時休止します。ご不便をおか
けしますが皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

日時●10月25日（火）11:00～15:00
問合せ●秩父クリーンセンター☎24-8050

キッチンカーでサロン活動キッチンカーでサロン活動

　現在、町内の各地域で実施している「ふれあいいきいきサロン」へ
おがの薬局の薬剤師等がキッチンカーで出向き、講話や健康サ
ポート等を実施しています。
　キッチンカーで出向くことにより、薬のことだけでなく食事にも目
を向けた健康啓発活動が期待されています。コロナ禍でひきこもり

がちな人の外出するきっかけになること、会って話しをすること、そ
の結果として、健康な生活を送れることを目指しての活動です。
　町では、こうした取り組みも含め、町内の各地域において「ふれあ
いいきいきサロン」「こじか筋力体操」等の活動を推進していきます。
問合せ●おがの薬局72-7377

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、申請にあたっては次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点で確認できるもの
　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。）

　左記書類の確認後、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。
マイナンバーカード（申請・交付・更新等）
受付時間●平日8：30～17：15
※10月中の木曜日（6日、13日、20日、27日）は19:00まで延長します。
場所●両神庁舎・住民生活課窓口
※10月29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

設備機械運転・保守管理及び
清掃、宿日直業務委託

国民健康保険町立
小鹿野中央病院

小鹿野町内

104,418,600円 株式会社
むさしビルクリーナー ～ 令和7年9月30日

固定資産税（土地）標準宅地
鑑定評価業務委託（その１） 1,724,800円 小貫不動産鑑定事務所 ～ 令和5年3月24日

固定資産税（土地）標準宅地
鑑定評価業務委託（その２） 小鹿野町内 1,969,000円 株式会社国土評価 ～ 令和5年3月24日

地籍図根三角点設置区域
立木調査業務委託 下小鹿野・般若地内 462,000円 桂測量設計株式会社 ～ 令和4年10月31日

国民健康保険町立
小鹿野中央病院超音波診断装置購入事業 7,942,000円 アルフレッサ株式会社 熊谷西支店 ～ 令和5年2月28日

移動型Ｘ線撮影装置購入事業 国民健康保険町立
小鹿野中央病院 6,050,000円 アルフレッサ株式会社 熊谷西支店 ～ 令和5年3月20日

解析付心電図計購入事業 国民健康保険町立
小鹿野中央病院 3,223,000円 アルフレッサ株式会社 熊谷西支店 ～ 令和4年9月30日

▲令和4年8月25日開札分

　

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
日尾峠トンネル照明更新工事 日尾地内 11,165,000円 有限会社小鹿野電気 ～ 令和5年2月28日
養護老人ホーム秩父荘
屋上防水改修工事 下小鹿野地内 5,671,600円 有限会社戸田工務店 ～ 令和4年11月30日

町道７０２号線舗装工事 飯田地内

小鹿野地内外

4,293,300円 株式会社岩崎工務店 ～ 令和4年11月30日
小鹿野町防災行政無線設備等
再移設工事 4,323,000円

日本フィールド・エンジニアリング
株式会社　埼玉支社 ～ 令和5年3月31日

旧両神中学校さわやか相談室
解体工事 両神薄地内 2,178,000円 株式会社両岩 ～ 令和4年12月19日

寸法●縦14㎝×横9㎝
色●ネイビー、ペールグリーン
※升目式のみ。
価格●600円(税込)
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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 ・ 等々力 政彦

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　　  　　とどりき       まさひこ

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.64VOL.64

　お世話になっている町内の農家さん
宅へお邪魔してきました。小鹿野町内の
かぼすも次第に実が大きくなってきまし
た。美味しいだけでなく、香りもとても良
い小鹿野のかぼす。都内の飲食店からも
評判が良く注目が集まってきておりま
す。ジンといった香りを抽出して造る蒸
留酒にも相性がとても良いです。(髙山)

　飯田地区にて柚子畑の刈
り払いを行いました。今年は
例年並みの収穫が予想され
ますので柚子の手絞り体
験、ジャム作りなどのワーク
ショップが開催できればと
思っています。（佐々木）

　おがの発大人の
学校、10/30（日）
が、アウトプットデ
イ（大人の学校の発
表会）となります。5
月から始まった第2
期の様々な活動の
紹介や発表の場と
させていただきます。会場は、旧三田川中学校校舎です。どなたでも大
歓迎です。詳しくは、回覧の「おとがく通信10月号」をご覧いただき、
ぜひ、遊びにお越しください。写真は、月1回開催している「おとがく交
流会」の様子です。(宇佐川)

　ミツバチたちに、暑さだ
けでなくスズメバチが
襲ってきます。対策として、
日除けのネットやスズメ
バチを食い止めるための
ネットを張りました。日除
けは作業の時涼しくなる

ので助かります。ミツバチたちにとっても快適だといいなと思いま
す。(金子)

　暑い日が続く中にも、秋
の風が吹くのが感じられ
ます。いそいそと秋作の準
備を始め、野菜の種を蒔き
ました。今年はハウスでの
育苗に初挑戦です。（掛川）

　小鹿野町の地域資料を調べております。とくにしゃくし菜は、明
治時代初期という時代に中国から入ったというのは驚くべきこと
で、同じタイサイBrassica rapa var. chinensisが「チンゲン菜（青
梗菜）」として日本に入るのは、国交正常化以降の1970年代であ
ることを考えると、100年ほどの開きがあります。DNAで品種間の
違いを調べることも重要ですが、秩父に移入するまでに誰がどの
ように苦労したのかという先人の記録の発掘ができないか、調査
しています。（等々力）

　移住・交流推進機構JOINのホームページにて公開中【協力隊インフルエ
ンサーおすすめ！ご当地グルメ&スイーツ】に私の記事を掲載していただき
ました。（https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/101/）
　また、地域活性化センターのオンラインイベントにて自身
の活動や地方移住について大学生向けに登壇もさせていた
だきました。今後も小鹿野町の魅力を多くの方に伝えられる
ように精進してまいります。（宮本）

　マウンテンバイクの楽しさに気が付
いてしまいました！森林の新しい使
い方としてのマウンテンバイクフィー
ルドが全国で広まりつつあります。親
子のレクリエーション、シニアの生涯
スポーツ、ツーリング、カテゴリー別の
競技など、世代を超えて様々なスタイ
ルで楽しめるマウンテンバイクに可能
性を感じています。(御田)

　広報7月号で第75回全国植樹祭埼
玉県準備委員会において、開催候補地
として小鹿野町と秩父市にまたがる秩
父ミューズパークが選定されたことは既

にお知らせいたしました。
　去る8月8日、主催者である公益社団法人国土緑化推進機
構理事会で令和7年（2025年）の第75回全国植樹祭の埼
玉県開催が正式決定されたとの発表がありました。開催候補
地の秩父ミューズパークにつきましては、今後国土緑化推進
機構と埼玉県が協議の上、本年11月頃に正式決定の予定と
のことです。
　さて、全国植樹祭は、公益社団法人全国緑化推進機構と
開催都道府県が豊かな国土の基盤である森林・緑に対する
国民的理解を深めるために行う国土緑化運動の中心的行事
です。原則春（5月～6月）に、天皇皇后両陛下のご臨席のもと
開催されるもので、四大（全国植樹祭、国民体育大会、全国
豊かな海づくり大会、国民文化祭）行幸啓（天皇・皇后が一緒
に外出されること）の一つです。
　埼玉県では、昭和34年（1959年）に寄居町金尾山におい
て第10回全国植樹祭が開催され、昭和天皇・香淳皇后両陛
下をお迎えし、ヒノキの苗木のお手植えなどをされて以来、66
年ぶり2回目の開催となります。
　県では全国植樹祭埼玉県準備委員会で令和4年5月に第
75回全国植樹祭基本構想を策定し、開催理念として、「適切

な森林の整備と森林資源の循環利用を推進し、森林の持つ
多面的機能を持続的に発揮することで、森林・水・木材と私た
ちの暮らしや産業との結びつきを深め大切にしていきます。」
「豊かな川で繋がる山村と都市が、協力して森林・みどりを共
有の財産として守り育て、元気な姿で未来の子供たちへ繋い
でいきます。」の2つを掲げました。
　そして、去る9月2日に第75回全国植樹祭埼玉県実行委員
会の設立総会が開催され、構成員は県、県議会、市町村、林
業・緑化団体、各種団体など114人で構成し、会長に埼玉県
知事が就任されました。小鹿野町では町長、議会議長が委員
になっています。この実行委員会で全国植樹祭の必要な事
業の実施、基本計画・実施計画の作成などの協議を行います。
　開催場所の秩父ミューズパークのある小鹿野町としても、
秩父市と連携する中で県に協力し、全国植樹祭の機運の醸
成をはじめ関係事業に取り組んでまいりたいと存じますので、
町民の皆様のご協力をお願いいたします。
　私としては、大変意義深い全国植樹祭が秩父ミューズパー
クで開催されることは、町としても大変名誉なことでもあり、こ
の国家的行事の誘致を契機に町民の森林・林業に対する関
心を高め、森林整備を促進し林業再生などの足がかりになれ
ばと期待しております。

小鹿野町長　森 真太郎

～全国植樹祭の開催について～

こ ん に ち は 　 町 長 で す

ボ ルダリング

～Base Camp入間店12周年記念イベント出店～～Base Camp入間店12周年記念イベント出店～

～クライミングによるまちおこし～ VOL.38

　小鹿野町観光大使の平山ユージ氏が経営するクライミン
グジムBase Camp入間店のオープン12周年記念イベントへ
出店しました。
　当日は平山氏によるボルダリング講習会、トークショーが
開催され、沢山のクライマーへ向けて小鹿野町をPRしていた
だきました。

問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805

Let

‘

s Try 
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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。10月の事業
も状況により変更となる場合もありますので、ご了承ください。不
明な点はお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、手洗い・手指
消毒・マスク着用のご協力を引き続きお願いします。10月の事業
も状況により変更となる場合もありますので、ご了承ください。不
明な点はお問い合わせください。

◆小鹿野町子育て支援センター利用対象　小鹿野町にお住まいの人

楽しいこといっぱいあるよ！

おがのこども園・おがの保育所 情報
　年長児が「おたのしみ会」を行い、ナイトサファリ(夜の動物
園)、くじ引き、カフェ等楽しい時間を過ごしました。

おがの保育所 　毎月実施している避難訓練。今回はお昼寝の時間に火災
が起きた想定で行いました。まだちょっぴり眠そうな子ども
たち。パジャマ姿ですが泣かずに参加できました。

子育て講演会「岡田朋子先生に親子ふれあい遊び
を教えていただきました。～楽しいね！～」

ベビーマッサージ「ととけっこう」の
歌に合わせて

親子避難訓練
「防災頭巾を被ってダンゴムシのポーズ」

魔女からのクイズ　きりんの鳴き声は？ライトの先に見えたものは…？

産後ケアプログラム講座
～産後も私らしくプロジェクト～

　産後は子育てに追われて、自分自身のことが後回しになりがちです。産
後の様々なピンチをチャンスに変えて、産前より私らしく輝けることを目
指します。
日時●11月7日(月)、21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
講師●助産師　　
対象●産後1カ月から12カ月までの母親　　
定員●6人
申込●11月2日（水）までにお申し込みください。

令和４年度版
おがの子育てガイドを作成しました

　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●10月11日（火）10:00～11:30
内容●よーいドンやサーキット遊びをします。
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●11月22日（火）9:45～12:00　わいわい座談会
内容●公認心理士の堀先生をお招きして、育児の座談会を開きます。日頃のちょっとし
た育児の悩みや相談など、お気軽にご相談ください。
13:00～15:00　個別相談（小学校までのお子さんと保護者）　3組
講師●堀友子公認心理士　　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。

わいわい座談会「ストレスを減らす3つのヒント」　＊予約制

日時●10月31日（月）10：00～11：30
内容●制作やゲーム、仮装をしてお菓子をもらおう！
対象●0歳～3歳のお子さんと保護者　14組
申込●定員になり次第終了します。

ハロウィン「トリックオアトリート！」　＊予約制

日時●10月13日（木）10:00～11:30
内容●よーいドン！、ハイハイよーいドン！、親子競技、体操等、一緒に楽しみましょう。
対象●0歳～3歳のお子さんと保護者　14組
持ち物●水筒、タオル
申込●定員になり次第終了します。

ミニミニ運動会　＊予約制

日時●10月20日（木）10:00～11:00　　対象●1歳～3歳のお子さんと保護者
内容●親子体操や体幹遊びを一緒にします。

親子ふれあい遊び

日時●10月27日（木）10:00～11:00　　対象●1歳～3歳のお子さんと保護者
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。

手形足形スタンプ

日時●10月25日（火）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。
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 日々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●10月26日（水）10:00～11:30
対象●1歳半～3歳のお子さんと保護者
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。

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●10月26日（水）

子育て相談(電話・面談・オンライン)

日時●10月4日（火）10:00～11:30
内容●よーいドンや親子遊び、子育て情報の交換をします。
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

手作りおもちゃ「コロコロペット」を
作りました。

絵本読み聞かせ事業（おがのこども園・図書館連携）おはなしひろば（毎月１回）

日時●10月15日（土）10:00～11:00
場所●おがのこども園･遊戯室
内容●読み聞かせ、プチ工作
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/ 

　これから町で出産される人や子育てしている皆さん
のお役に立てることを願い作成しました。お子さんと
の暮らしにいかしていただくための子育て情報や、町
の取り組みを中心に紹介しています。また、二次元コー
ドの読み取りで、ホームページの内容をご覧いただけ
ます。ぜひ、お子さんの成長に合わせてご活用くださ
い。町では、これからも皆さんの子育てを応援します。
　子育てガイドは、ホームページや母子手帳アプリ
「ほっと子育ておがニャプリ」でもご覧いただけます。
　冊子をご希望される場合は、両神庁舎（子育て包括支援室）、保健福祉
センター(保健課)、小鹿野文化センター、子育て支援センターで配布して
います。

子育てこころの相談(予約制)
　子どもの成長とともに、どう対応したらよいかなど子育てで悩んでしま
うことはないでしょうか？子育てしている人（父母・祖父母等）を対象とし
た子育て相談です。お子さん連れでも参加できます。
日時●10月17日(月)10:00～12:00
場所●けんこう交流館（旧児童館）※訪問やオンラインでの相談も可能です。
講師●臨床心理士　　申込●10月13日（木）までにお申し込みください。

おがのこども園

日時●10月6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･内容●①10月5日（水） ②10月19日（水） ③11月2日（水）　
全日10:00～11:30
①走りっこ、親子競技遊び、砂遊び
②さつま芋掘り ＊汚れてもよい服装でお願いします。
③チューリップ球根植え
対象●1歳～3歳のお子さんと保護者　各6組
持ち物●全日共通：着替え、タオル、ビニール袋、水筒、帽子　②③のみ：軍手、長靴
申込●定員になり次第終了します。

お庭で遊ぼう　＊予約制

オンライン子育て相談(予約制)
　妊娠中・産後・子育て中の人を対象としたオンラインによる子育て相談
です。助産師や保健師、保育士、管理栄養士との個別相談となります。
　相談の日程を調整後、メールアドレスに相談日の案内を送信します。詳
しい実施方法については、町ホームページをご覧ください。
相談日●平日の8:30～17:15
申込●メール又は電話でお申し込みください。
☎75-4101　メール kosodate@town.ogano.lg.jp

申込メール
二次元コード

日時・内容●10：00～11：30　
①10月7日（金）計測・発育相談(保健師)
②10月14日（金）離乳食相談(管理栄養士)
③10月21日（金）赤ちゃんとのかかわり方（ひまわり保育園長）
④10月28日（金）手形足形スタンプ・ふれあい遊び（保育士）
※28日の手形足形は11:00終了
対象●1歳未満のお子さんと保護者

すくすく

【対象】来年度3歳児として入園対象のお子さ
んと保護者
　親子で登園し、ふれ合って遊びます。また、
子育て中の不安や悩み等にも職員が対応いた
しますので遠慮なくお声がけください。
日時●10月18日（火）10:00～11:00
持ち物●水筒、着替え、タオル、帽子（天候によ
り）、上履き
駐車場●園庭前駐車場
申込●開催日前日までにおがのこども園に電
話でお申し込みください。
※参加されるお子さん、保護者の方は朝検温
し、受付で問診票の記入をお願いします。体調
が悪い場合は参加をご遠慮ください。保護者
の方はマスクの着用をお願いします。

おがのこども園より

広報 おがの　10月号 広報 おがの　10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。

※新型コロナウイルス感染症等の流行状況によっては、中止となる場合があります。ご了承ください。

前月号に引き続き、図書館での貸出冊数のランキングを紹介します。
今回は【雑誌部門】と【CD・DVD部門】の紹介です。

町立図書館

町立図書館分室

月曜日（3、17、24、31日） 火曜日（11日）
金曜日（21日）
土曜日（1、8、15、22、29日） 日曜日（2、9、16、23、30日）
月曜日(10日)学校休業日（31日）

10月の
休館日

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

『からだにいいこと』
2022年　2月号
「特集　運動ゼロで代謝UP！」
株式会社からだにいいこと

　雑誌では食事や健康に関するものがランクインしています。そのほか、『うかたま』や『婦人公論』なども上位にあがっています。
(※雑誌の最新号は館内閲覧のみになります。）

　CDでは演歌アルバムがランクインしているほか、米津玄師、Adoが上位になっています。
　DVDではアニメやディズニー映画が中心ですが、『ドライブ・マイ・カー』（濱口竜介監督）などの邦画も人気です。

日時●11月6日(日)9:00～　　場所●小鹿野中学校第一体育館
申込＆問合せ●10月26日(水)までにお申し込みください。申込用紙は
窓口に用意してあります。

小鹿野文化センター･社会教育課☎75-0063

町民卓球大会

日時●10月31日(月)～11月5日(土)19:00～21:00　全6日間
場所●小鹿野中学校第一体育館
内容●基本的なルール及び実技指導
対象●町内に在住、在勤している人（小･中学生も可）
定員●50人(申込順)
費用●100円（保険代）
申込＆問合せ●10月26日(水)までに参加費を添えてお申し込みください。
小鹿野文化センター･社会教育課☎75-0063

町民卓球教室

日時●11月6日(日)9:00～　※雨天中止
場所●秩父ミューズパーク（長尾根農林産物直売所）
講師●小鹿野陸上競技協会
コース●南口⇒スカイロード⇒芝生広場(往復6ｋｍ)
服装●運動のしやすい服装
費用●無料
問合せ●事前の申し込みの必要はありません。直接会場にお越しください。
小鹿野文化センター･社会教育課☎75-0063

『正しく歩いて健康ライフ』ウォーキング教室

日時●11月11日(金)、25日(金)9:30～12:00　全2回
場所●小鹿野文化センター･調理実習室
内容●アップルパンとピロシキを作ります。
講師●小林久子さん 　　対象●一般
費用●1,200円（材料代）　
定員●12人
申込＆問合せ●10月28日(金)までに材料代を添えてお申し込みください。
小鹿野文化センター･中央公民館☎75-0063

秋のパン作り教室

　今年で第4回となる「ふる総文化展」を開催します。それに伴い、文化

展で展示する一般作品も募集しますので、奮ってご応募ください。

【ふる総文化展について】

日時●11月3日（祝）～23日（祝）10:00～17:00
（最終日は16:00まで）

場所●両神ふるさと総合会館2階（ロビー、視聴覚室）
3階（ロビー）

【一般作品募集について】

募集期間●10月11日（火）～26日（水）
出展内容●自作の絵画・工芸品・書など
提出先●両神ふるさと総合会館･両神公民館
作品点数●1人につき5点まで
※提出時に出展者・作品名・連絡先の確認を行います。

問合せ●両神ふるさと総合会館･両神公民館☎79-1311

「ふる総文化展」開催と一般作品募集について

生涯学習
コーナー

雑誌雑誌雑誌雑誌雑誌

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

問合せ◆教育委員会・社会教育課☎75-0063
文化財ノートNo.54

ＣＤＣＤＣＤＣＤＣＤ

予約資料の取り扱いについて

雑誌リサイクルフェア

ブックスタート（６か月児）
ブックスチャレンジ（１歳児・2歳児)

『BTS，THE　BEST』
BTS

天然生活
特集　新しい暮らしの楽しみ

2022年　２月号
扶桑社

2022年　3月号
扶桑社

天然生活
特集　シンプルに片づけ

市川由紀乃全曲集 市川由紀乃

丘みどり　
15周年ベストアルバム

丘みどり

　図書館では、より多くの利用者の皆さんに読書を楽しんでいただけるよう、
資料の予約を受け付けています。円滑な貸し借りができるよう、ご協力をお願
いします。
　一度に予約できるのは、図書資料が10冊、AV資料が5点までです。
　予約された資料が用意でき次第、登録された電話番号にご連絡させていた
だきます。
　予約資料の取り置きは原則１週間となります。
　来館がない場合、予約をキャンセルさせていただく場合がありますので、早
めのご来館をお願いします。

PartⅡ

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

『トイ・ストーリー　４』
ウォルト・ディズニー・ジャパン

もっとトムとジェリーショー
おもしろ大作戦！？

ワーナーブラザーズ
ホームエンタテイメント

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 第2巻
獏ばくもなか 日本コロムビア

第3回甲源一刀流顕彰剣道交流会が開催されました

　読書週間(10月27日(木)から11月9日（水）)に先立って新着資料
からおすすめ本を5冊選びました。秋の夜長に読書してみませんか？

　地球は食べ物 いきもの獲って食べてみた日記　ホモサピ　　　　          
KADOKAWA　460-ホ
　めんどくさいが消える脳の使い方　菅原洋平　
ディスカヴァー・トゥエンティワン　498-ス
　仕事でも、仕事じゃなくても 漫画とよしながふみ　よしながふみ 　
フィルムアート社　726-ヨ
　武蔵 残日の剣　稲葉稔　KADOKAWA　F-イ 
　山のごはん　沢野ひとし　KADOKAWA　915-サ

　絵本を通して、親子がふれあう時間をつくり、読み聞かせの楽しさを知って
もらうためのお手伝いをします。当日は、絵本の紹介と絵本を１冊プレゼント
します｡
日時●ブックスチャレンジ２歳児　10月11日（火）13:30～
ブックスタート・ブックスチャレンジ１歳児　10月20日（木）13:30～
場所●けんこう交流館（健診会場）※健診対象児のみ

図書館員からの新着おすすめ本

　甲源一刀流は、江戸時代後期、天明・寛政の頃、甲斐源氏を祖とする逸
見太四郎義年(1747～1828)が創始した一刀流の一派です。現在は、当
主義清氏に受け継がれています。
　甲源一刀流の門弟は、秩父地方を中心に埼玉県域北・西部をはじめ全
国に広がり往時は3千人を超えたといわれます。
　両神薄小沢口に所在する甲源一刀流逸見氏練武道場「耀武館」（県
指定史跡・昭和18年2月15日指定）は、流祖義年が建てたもので、築200
年以上とされます。
　現代に至るまで宗家で連綿と形が伝承され、有形及び無形文化財の
指定を受けている県内唯一の流派です。
　9月3日に甲源一刀流顕彰会（大久保典雄会長）主催による第3回甲源
一刀流顕彰剣道交流会が小鹿野町武道場で開催されました。

　当日は、「甲源一刀流の形」（町指定無形文化財・昭和54年3月19日指
定）を継承されている皆さんによる演武や町内の小･中学生による交流試
合が行われました。大人も子どもも日ごろの稽古の成果を発揮するため、
真剣に取り組んでいました。
　今春に県立歴史と民俗の博物館（さいたま市）で開催されていた企画
展でも、甲源一刀流が大き
く取り上げられていました。
埼玉を代表する武術の保
存継承が図られています。

みたしろうよしとし

ようぶかん

へん

広報 おがの　10月号 広報 おがの　10月号 1716

図書館・生涯学習　広報 おがの

図書館
だより
図書館
だより

図書館貸出数ランキング！！図書館貸出数ランキング！！図書館貸出数ランキング！！図書館貸出数ランキング！！図書館貸出数ランキング！！

１

１

２

3

2

3

１

2

3



医療　広報 おがの

　10月になりました。皆様いかがお過ごし
ですか？この文章が皆様のお手元に届くこ
ろには、すっかり秋のよそおいになっている
のでしょうか。

　さて、今回は家族ぐるみで20年以上お付き合いのあった島
の漁師、Mさんの話をします。今年の夏休み、Ｍさんのお墓参
りに行ってきました。といってもまだ納骨はされておりませんで
したので仏壇に手を合わせてきた形でしたが、仏壇の周りに
は笑顔のMさんの写真が何枚も飾ってありました。
　1年前、体調が悪いと医療機関を受診した際にはすでに末
期の癌でした。できるだけ穏やかに過ごせるよう祈りつつ、遠く
離れた地から私も時々連絡をさせていただきましたが、Mさん
は最期まで大好きな島で奥様と過ごされました。一般的に、自
宅で最期を迎える在宅看取りは、「本人の意思」と「家族の理
解」「医療機関のサポート」の3つがそろわないと無理です。特
にMさんの場合は「離島」。何かあってもすぐに入院施設にか
け込むことができないとても厳しい条件でしたが、息子さん娘
さんの理解と奥様の大きな愛情に満ちた覚悟、診療所のス
タッフの支えにより、ご本人の希望通り最期まで島の自宅で過
ごすことができました。
　生きるとは優先順位の選択というのをどこかで聞いたこと
があります。大きな目標をたてたり、人生の岐路に立ったときに
する決断は大きな選択ですが、今から何をしようか、今日は何
を食べようか、明日はどんな服を着ようか、次はどの道を通ろ
うかなど、私たちはいつも小さな選択を行っています。中には

何にも決められない、どっちでもいい、他人任せという人もい
るかもしれませんが、そんなことですら、今は何も決めないとい
うことを選択し、どっちでもいい、誰かに任せたという選択をし
ています。（もちろん、意識のない寝たきりの方、意識はあって
も体を動かせない病気の方など、選択できなかったり実行で
きない方がいることも忘れてはいけません。）
　前述したMさん、島にとってはなくてはならない中心人物で
した。自分のことはそっちのけで、いつも島のことや他者のこ
と、全体のことをまず第一に考えて行動する人でした。体調が
悪かったことはおそらく自覚していたと思います。でもMさんの
選択は、医療機関を受診せず、目の前の今を生きることだった
のかもしれません。島のあちこちには、Ｍさんの残した多くの
痕跡がありました。

一生の終わりに残るものは、自分が集めたものではなく、自
分が与えたもの
（渡辺和子：シスター、ノートルダム清心学園前理事長）

　Ｍさんの奥様、少し悩んだり困ったときには「こんな時にお
父さん（Ｍさん）だったらどんな選択をしてたかなと思う」と話
していました。それが大きな支えになっていることでしょう。そん
なところにもMさんは生きています。もちろん私の心の中にも
Mさんは笑顔で生きています。そのような出会いを再確認する
ことができたこの夏の出来事でした。
　今月も頑張りましょう。

院長　内田　望

思いつくまま
　気のむくまま

66・・・ドクター内田のひとりごと・・・

人生は選択の連続

インフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせ

休日急患当番医休日急患当番医

　町立病院ではインフルエンザの予防接種を下記の日程
で実施します。ご希望の人は病院にお申し込みください。
　接種時間　15:00～
　接種場所　病院外来
　受付時間は14:00～14:45までですので、受付時間内
にお越しください。
　来院の際は必ずマスクを着用してください。
※予約制ですので、必ず予約してください。
受付予約は10月3日(月)～（電話予約できます。☎75-2332）

※接種費用　4,270円
　公費助成による個人負担金　65歳以上の人は1,200
円です。
※ワクチンの入荷状況により、日程・定員を変更すること
があります。
インフルエンザ予防接種日程

　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のページをご覧ください。

休診　（令和４年9月13日現在）
　10月7日（金）総合診療科　植木先生
　10月15日（土）整形外科　前田先生
　10月21日（金）総合診療科　大野先生
　10月25日（火）耳鼻咽喉科　荒木先生
　10月27日（木）総合診療科 乳腺　新井先生
10月10日（祝）は外来を休診します。

外来からのお知らせ

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

皆野町 ☎62-7777

休日在宅歯科当番医　診療時間／10:00～13:00

10月10日 渡邊歯科口腔外科医院
※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

1日（火）、2日（水）、4日（金）、7日（月）、15日（火）、18日（金）
21日(月)、22日（火）、25日（金）、28日（月）、29日（火）

11月

26日(水)、28日(金)10月

2日（金）、9日（金）、12日（月）、13日（火）12月

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

阿保町
小鹿野町
東町
小鹿野町
山田町
阿保町

☎23-1300
☎75-2332
☎22-0270
☎75-0020
☎22-3315
☎22-6329

秩父生協病院(内)

健正堂医院(内･外)
本間医院(内･リウ)

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

10月2日
9日
10日
16日
23日
30日

10月2日
9日
10日
16日
23日
30日

皆野町

☎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
10月6日(木)
20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 8日･15日･

22日

10月1日･
29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
ヨコゼ診療所
南須原医院

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
10月6日(木)
20日(木)

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611
☎23-3311
☎66-2038

電話

10月2日
9日
10日
16日
23日
30日

水野医院(内)
大谷津医院(内･小)

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。

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。
　予約受付時間は、午後2時までです。ただし、受付人数を超える場合
は、午後2時前に受付が終了する場合があります。
〈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。

うちだ　　 のぞむ
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　年齢を重ねると共に身体は変化をしていきます。その変
化のひとつには、生活習慣病に罹ったり、筋肉量の減少か
ら腰痛、膝痛、体力低下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歳～60歳代の生活習慣と
いわれています。
　今こそ自分の健康について考える時間が取れなかった
人など、将来の健康づくり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、調理実習で実践する方法を学んでいきま
す。

日時●11月～3月の毎月第3金曜日/全6回コース（3月の
み第1、3金曜日）10:00～11:00
場所●いきいき館　　内容●下記のとおり
※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。
①11月18日(金)体力測定・健康について学ぶ(講義)
②12月16日(金)筋力トレーニング
③1月20日(金)栄養の講義（食事バランスや望ましい摂取
量、たんぱく質摂取の必要性について）
④2月17日(金)調理実習
⑤3月3日(金)ステップ体操（有酸素運動)※ステップ体操
新規の人と合同です。
⑥3月17日(金)体力測定・他の教室の紹介
対象●40歳以上の町民　　定員●15人
申込●保健課へ電話でお申し込みください。

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。

健康ステップアップ教室に
参加してみませんか？（新規参加者募集）

特  集

新型コロナウイルス感染症の
後遺症にお悩みの人へ

インフルエンザ予防接種の助成をします

　新型コロナ後遺症とは、新型コロナウイルスに感染した
後、療養期間が終了したにもかかわらず、症状が慢性化した
り、異なる症状が新たに発生する症状です。
　代表的な症状は、倦怠感、咳・痰、集中力低下などがありま
す。
新型コロナ後遺症かな？と不安になった時には、まずは、県
又は県医師会のホームページをご覧いただき、「新型コロナ
後遺症受診チェックシート」を活用し、かかりつけ医や後遺
症外来を受診してください。なお、ホームページをご覧にな
れない人は、直接、かかりつけ医にご相談ください。
また、後遺症は重症化・長期化するおそれもあるため、それ
らを防ぐためには周囲の人の理解が必要です。
問合せ
●後遺症全般について
　埼玉県保健医療部新型コロナウイルス対策担当
　☎０４８－８３０－７９６１
●その他新型コロナ全般について
　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

Hp4乳がん･子宮頸がん検診
日時●10月27日(木)12:30～14:00　　
場所●小鹿野文化センター
対象●20歳以上の町民　　
定員●各検診35人
費用●乳がん検診1,200円　子宮頸がん検診800円
申込●保健課へ電話でお申し込みください。
※11月も集団乳がん・子宮頸がん検診を予定しています。

郷土料理伝承ボランティア募集
　今年度は米粉まんじゅう、しゃくしな料理のレシピを考
え、おやこ郷土料理教室で実際に教えています。料理を一
緒に作りたい人、子どもや若い世代の人と一緒に交流した
い人は一緒に郷土料理伝承ボランティアとして活動してみ
ませんか？
【第3回勉強会】※勉強会は年6回を計画しています。
日時●10月31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。

期間●10月1日(土)～令和5年1月31日(火)
（開始は医療機関毎に異なります。）
場所●契約医療機関
対象●中学3年生と65歳以上の高齢者
費用●65歳以上の高齢者　自己負担金1,200円
中学3年生　1回のみ全額助成（対象者には個別に通知し
ます。）
持ち物●保険証、予診票、自己負担金（65歳以上の人）
申込●各医療機関へ直接お申し込みください。
※予防接種を受けてから、免疫力がつくまで2週間かかり、
その有効期間は5カ月とされています。より効果的に有効性
を高めるためには、インフルエンザが流行する前、早めに予
防接種を受けておくことが必要です。

新型コロナワクチンに関する副反応等に
ついて、下記で相談に応じます

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）

　バランスボールは普段あまり意識することのない体幹を刺激して、姿勢を保つ
筋肉を無理なく鍛えることができます。その結果、姿勢の改善につながり、バラン
ス感覚が身につきます。バランスボールの形状や弾力性といった性質を使い、筋
肉をストレッチもすることができます。「バランスボールは持っているけど、使い方
がわからない」「説明書をなくしてしまった」という人は毎月2回バランスボール
教室がありますので、ぜひご参加ください。

今月のミニ運動講座（バランスボール）

　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。）

がん検診を受けましょう Hp4

中島
こじかクラブ
(小鹿野7区)

今月の
こじか
クラブ

がら快適な環境のなかで行っており、コロナ対策や体調管理を
十分に行っています。参加者は地元はもとより近隣からも来て
いただき、和気あいあいの雰囲気で活動しています。
　中島地区では独自の取り組みがあります。体操を、かけ声と合
唱を交互に行うことで流れに変化をつけています。さらに、「365
歩のマーチ」に合わせた足を横に上げる運動では、オマケで「そ
れ！ワンツー・ワンツー」の部分でも運動を加え、より筋力アップ
を図っています。また、片付けの時は「手遊びジャンケン」で勝っ
た人から椅子を片付けることで、密を避けたり、遊びを取り入れ
ることで楽しみと合わせて行っています。この２つは「中島方式」
として、他の地域でも取り入れてくれている所も多いようです。
　参加者からは、「会場に来て、おしゃべりするだけでも認知症
予防になる」「ずーっと続けられることは凄いよね」こんな声が
聞かれます。今は自粛中ですが声を合わせての合唱や食事会な
ど楽しみがあり、このような日常が戻ることを願いながら、毎週
水曜日10時から中島公会堂で頑張っています。（中島こじかクラ
ブ：長島幸子、玉川時江、黒澤康恵、髙根圭子）

11月
スタート！

乳児健診
開催日●10月20日(木)
場所●けんこう交流館（旧児童館）
該当児●[3か月児]令和4年6月、7月生まれ
[6か月児]令和4年3月、4月生まれ
[12か月]令和3年9月、10月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票、体調チェック問診票、バス
タオル

1歳6か月・2歳児健診
開催日●10月11日(火)
場所●けんこう交流館（旧児童館）
該当児●[1歳6か月児]令和3年3月、4月生まれ
[2歳児]令和2年9月、10月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票、体調チェック問診票、バス
タオル

私たち

頑張って

います！

背すじを伸ばして、
良い姿勢を保つこと
から始めましょう!!

　こんにちは。中島こじかクラブです。中島は、4人のリーダーが
輪番で会場の鍵の開閉、参加者の確認、手指の消毒、こじか体
操の進行を行い、参加者のお手伝いも得ながら運営しています。
　季節の気温に応じてエアコンを稼働し、換気にも気を配りな

　▲後遺症外来について
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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●10月21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●10月19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。※各教室
共、開催日の前日までにお申し込みください。

長寿筋力アップ
トレーニング
教室

バランス
ボール教室

 15:15～16:15

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

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

10:00～11:00

いきいき館13:30～15:00

10人　マスク

体力測定

8人　運動のできる服装、
マスク

15人　室内履き、飲み物、タ
オル、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）

（1ヵ月に1回のみ参加可能)

■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●10月18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●10月17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●移住支援員、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●10月25日(火)13:00～16:00
相談員●公認心理師
場所●保健福祉センター
こころの悩み何でも相談
日時●10月13日(木)、31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●①10月11日(火)、25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

ひきこもり専門相談
相談員／公認心理師
日時●11月1日(火)13:30～
相談時間は予約の際にご確認ください。
ひきこもり家族ミーティング
相談員／公認心理師
日時●11月16日(水)13:30
相談時間は予約の際にご確認ください。

秩父保健所の相談業務　
※要予約
問合せ／秩父保健所 ☎22-3824

■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●11月22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●10月19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●10月19日(水)10:00～12:00
相談員●横田岩雄さん
　　　　千島恭子さん
場所●両神庁舎・会議室A

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。10月・11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●10月11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。

11/28(月)

11/16(水)

11/4(金)
※新規のみ
10:00～11:00
11/11(金)
25(金)

11/18(金)

①11/2(水)
16(水)
②11/2(水)
16(水)
③11/9(水)
30(水)
④11/4(金)
17(木)
⑤11/10(木)
24(木)
11/17(木)
25(金)

10/31(月)

10/19(水)

10/7(金)
※新規のみ
10:00～11:00
10/14(金)
28(金)

①10/5(水)
19(水)
②10/5(水)
19(水)
③10/12(水)
26(水)
④10/6(木)
20(木)
⑤10/13(木)
27(木)
10/18(火)
27(木)

にじいろ県民相談
問合せ／埼玉県人権･男女共同参画課 ☎048-830-2927

 埼玉県ではLGBTQ当事者やご家族、お
知り合いの方等を対象に電話とラインに
よるにじいろ県民相談を始めました。
日時●毎週土曜日 18:00～22:00
電話相談●0570-022-282
LINE相談●
https://lin.ee/2f90PQMd
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　今年度の「小鹿野未来塾」が5月14日にスタートしました。224
人の受講生が「中学生未来塾」「漢検チャレンジスクール」「英検
チャレンジスクール」の各講座において、地域の皆さんや小鹿野
高校からの支援のもと真剣に学んでいます。小･中学生に約30人
の保護者・高校生・教職員の参加者が加わり、子どもたちと大人
の共学の気運が高まっています。
　明確な目標を持ち、達成に向けて進んで学び粘り強く挑戦す
る経験を通し、大きな自信と学ぶ楽しさを身につけてほしいと
願っています。

　8月8日（月）新体操の関東大会に小鹿野中学校の生徒5人が出場しました。
　「初めての関東大会でしたが、本番ではこれまでの練習の成果を発揮する
ことができました。演技中ハプニングもありましたが、逆に緊張がほぐれ、5人
笑顔で楽しく演技を終えることができました。たくさんの観客の皆さんを笑
顔にするような演技ができていた
らとても嬉しいです。応援してくだ
さった皆さん、ありがとうございま
した。」（2年生田隝咲和さん）
　写真、コメントともにやり遂げた
後の喜びや達成感を感じさせてく
れるものでした。目標に向かって頑
張った経験は、今後の生き方やそ
れに向かう学習に大きく影響する
と思います。

開講式開講式

中学生未来塾授業風景中学生未来塾授業風景

漢検チャレンジスクール授業風景漢検チャレンジスクール授業風景 英検チャレンジスクール授業風景英検チャレンジスクール授業風景

　給食センターでは献立だけではなく季節に応じ
て食に関する様々な情報を給食センターだよりに載
せ、ご家庭の食生活の向上に役立てていただいてい
ます。今回は７月号の記事について抜粋して紹介し
ます。

低学年表紙
小鹿野町の人気者、大集合！
両神小 岩嵜日和凜さん

低学年表紙
小鹿野町の人気者、大集合！
両神小 岩嵜日和凜さん

低学年表紙
小鹿野町の人気者、大集合！
両神小 岩嵜日和凜さん

低学年裏表紙
大昔は海だった？化石が出るよ小鹿野町

小鹿野小 加藤 仁さん

低学年裏表紙
大昔は海だった？化石が出るよ小鹿野町

小鹿野小 加藤 仁さん

低学年裏表紙
大昔は海だった？化石が出るよ小鹿野町

小鹿野小 加藤 仁さん

高学年表紙
夜の舞台で小鹿野歌舞伎
小鹿野小 強矢愛美さん

高学年表紙
夜の舞台で小鹿野歌舞伎
小鹿野小 強矢愛美さん

高学年表紙
夜の舞台で小鹿野歌舞伎
小鹿野小 強矢愛美さん

高学年裏表紙
小鹿野名物大集合

小鹿野小 増田桃華さん

高学年裏表紙
小鹿野名物大集合

小鹿野小 増田桃華さん

高学年裏表紙
小鹿野名物大集合

小鹿野小 増田桃華さん

【新体操関東大会出場】

　町内外の講師の先生たちの熱心なご指導のもと、77人の中学
生が、小鹿野文化センターを会場に、学年ごとに２～3クラスに
分かれて国・数・英の3教科の学習に一生懸命取り組んでいます。
数学では、小鹿野高校数学科の先生による「特別講座」が年2回
予定されています。

【中学生未来塾】

　受講生97人が、小鹿野高
校を会場に検定合格を目指
して、検定問題に真剣に取
り組んでいます。保護者、祖
父母の参加も年々増え、親
子共学が広がっています。

　受講生50人が、両神ふ
るさと総合会館において、
5級から2級のクラスごと
に意欲的に学んでいます。
目標に挑戦する経験は、大
きな力となるはずです。

【漢検チャレンジ
スクール】

【英検チャレンジ
スクール】

・小学校は、ほぼ県と同じレ
ベルの『学力の伸び』となり
ました。
・中学校は全体的に『学力の
伸び』が県平均を下回りま
した。

小鹿野町

中1数学

中2数学

中3数学

中1国語

中2国語

85 82
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中3国語

中3英語

小６算数

小６算数

小６理科中３数学

中３理科
小5算数

小６国語

小６国語

中３国語

小5国語

将来の夢や目標を持って
いますか（小6）
（当てはまる どちらかといえば 当てはまる） （当てはまる どちらかといえば 当てはまる） （当てはまる どちらかといえば 当てはまる） （当てはまる どちらかといえば 当てはまる）

人の役に立つ人間になりた
いと思いますか（小6）

自分には、よいところがあ
ると思いますか（中3）

自分でやると決めたことは，やり
遂げるようにしていますか（中3）

埼玉平均

○半数以上の項目で、県平均を上回りました。
○将来の夢や目標を持っている子どもたちの割合を、大きく伸ばすことができました。夢や志に向かって努力し続けることで学力向上を目指していきます。
○『規範意識・自己有用感』に関する項目では、83％の項目が県平均を上回りました。
　豊かな心の育成の実現に向けて、学校や、家庭、地域で子どもたちを温かく見守り、育てていただいているおかげです。

※「県学力調査」は『学力の伸び』を、「全国学力調査」は『各教科の平均点』を、それぞれ比較しています。

県学力調査

令和４年度 学力調査の結果

県平均を上回る！ 全国学力調査の質問紙調査の結果

　小鹿野町では、子どもたちの「自由な学び」を育て、小学校
を卒業するまでに「勉強のやり方がわかる」ことを目指すため
に、「おがの自学ノート」に取り組んでいます。今年度は、「おが
の自学ノート」の増刷に伴い、デザインを刷新するための、表
紙絵展を7月9日（土）～8月7日（日）の期間に、両神ふるさと総
合会館２階･ロビーにて開催しました。
　応募総数55点の作品の中から4つの作品が選ばれました。
たくさんのご応募、ありがとうございました。

【「おがの自学ノート表紙絵作品展」が開催されました】

　7月13日（水）、14日（木）、15日（金）の3日間、小鹿野中学校の2年生が「社
会体験チャレンジ事業」を実施しました。
　町内の商店や企業、保育園や公共施設など、37の事業所にご協力いただ
き、あいさつや礼儀、社会人としてのマナー、働くことの大切さ、「人のために」
役立つことの喜びを実感できる貴重
な体験をさせていただきました。
　子どもたちにとって、地域の多くの
人と触れ合う社会体験活動は、社会
性や自律心を養い、「たくましく豊か
に生きる力」をはぐくむ大変有意義な
機会となりました。
　コロナ禍にも関わらず、生徒を受け
入れていただきました事業所の皆さ
ん、大変ありがとうございました。

【社会体験チャレンジ】

　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、オンラインにて町内小･中学校全教職員を対象に夏期研修会
を実施しました。研修内容は、①人権教育研修②「埼玉県学力・学習状況調査」の活用方法研修③小･中合同研修
の３本立てで行いました。人権教育研修会では、東京福祉大学こども学科長の高木俊彦教授を講師に迎え、「児童
虐待 189-その現状と対策について-」の演題にて、ご講演をいただきました。豊富な事例を基に虐待対応などにつ
いて基本的なことを学びました。また、埼玉県学力・学習状況調査の活用方法研修では、それぞれの学校ごとにど
のように活用し学力を上げていくかについて、学びました。そして小･中合同研修では、各学校で実践されているこ
とを教育行政重点施策の視点で整理し、発表していただき情報共有しました。各学校からそれぞれの特色を活か
した教育活動が報告され、実りのある時間となりました。研修での学びを活かし、これからの小･中学校の教育を
一層深め、小鹿野町の子どもたちの育成を図っていきたいと願っています。

全国学力調査
・中学校では、県平均との差
が前年度より縮まりました。
・小６国語は、「読むこと」に
関する問題を苦手とする傾
向がわかりました。

小鹿野町
埼玉平均
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学校教育だより　広報 おがの学校教育
だより 問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課☎79-1201

小鹿野未来塾　～ 夢や目標に向けてチャレンジ ～

確かな学力の育成

頑張っているね 小鹿野の子どもたち

令和4年度 小鹿野町教職員夏期研修会

給食センターだより

広報 おがの　10月号 広報 おがの　10月号 2524

　香辛料や香味野菜、酸味のある
物は、唾液の分泌を促し
食欲を刺激して
くれます。

　「おいしそう」と思う見た目も大切です。
赤・黄色・オレンジといった暖色系の色に
は、食欲を増す効果が
期待できます。

　家族や仲間と一緒に楽しい雰囲
気で食卓を囲むのはもちろん、音
楽をかける、ランチョンマットを敷
くなど、いつもと違う食卓の演出
も、食欲増進につながります。



簡単な手話を覚えましょう簡単な手話を覚えましょう

てのひらであおぐ動作
を繰り返します。この表
現には「涼しい」という
意味もあります。

指を広げた両手を顔に
近づけ、

【秋】
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/ak.php
【温泉】
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/onsn.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）

秋 温泉

岩の上からの飛び込みもお手の物！ もぐって泳げます

秋

第48回

川遊びが大好き！
　子どもたちは川遊びが大好きです。天気の
良い日には朝から「川行きたい！」と出かける
準備が始まります。
　小さいクラスはまずは浅瀬で川を楽しみ、
段々深いところへも挑戦して泳いでいます。大
きいクラスは岩から飛び込んだり、深いところ
も魚のように泳いで楽しんでいます。
問合せ●小鹿野ひまわり保育園☎75-3354

ひまわり保育園より

埼玉県知事
ふれあい訪問
（倉尾ふるさと館）　
8/29

紫雲山地蔵寺
盂蘭盆会　
8/13

両神山麓花の郷
『ダリア園』開園　9/1

第3回甲源一刀流顕彰
剣道交流会

　9/3
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文芸の文芸の窓

おがのフォトニュース

　学童クラブ合同の「エイサー」練
習を小鹿野小学校体育館で行いま
した。
　踊っているのは三田川学童クラ
ブの児童です。
問合せ●小鹿野ひまわり福祉会小
鹿野学童クラブ「遊」☎75-5180

小鹿野学童クラブより

ワニ泳ぎで川を楽しむ星組さん

※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
《8月中の同意書届出・敬称略》

7月
22日
25日
26日
28日
29日
31日

小鹿野
両神薄
両神小森
小鹿野
般若
三山

近藤 武男（83)
浅見 賢介（87）
笠原 一郎（82）
堀 登代（85）
北 晴夫（84）
黒沢 勝則（58）

8月
4日
10日
11日
11日
13日
14日
23日
25日

下小鹿野
長留
下小鹿野
小鹿野
両神薄
藤倉
両神小森
両神小森

佐藤 ヨシ（102)
日野谷 二郎（80）
髙橋 親幸（78）
太田 里子（97）
伊藤 靖司（81）
髙田 穎一（82）
大島 八重代（89）
黒沢 あい子（96）

ご出産
おめでとうございます

《8月中の同意書届出 (　)は保護者・敬称略》

7月
23日
26日
30日

両神薄
両神小森
小鹿野

く　れ　は

いより

え　な

8月
2日
18日

小鹿野
小鹿野

関根 瑠菜（祐二）
黒沢 栞那（哲也）

る　な

かんな

祝悼

宮澤 紅玲羽（尚也）
黒沢 依由（紀文）
山中 咲奈（蓮）

甲を前に向けて立てた
右手3指を左手親指と4
指ではさみます。「♨」の
形です。

温泉

松尾キンさん
（両神薄）
大正11年8月25日生

祝  百歳おめでとうございます

広報 おがの　10月号 広報 おがの　10月号 2726

みんなの広場　広報 おがのみんな の 広 場
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情報版　広報 おがの

●ウマとのふれあいコーナー
日時　10月9日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　子供の広場
費用　乗馬体験1人500円
※申込不要
●プリザーブドフラワー･リボンフラワー教室
日時　10月23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　10月7日(金)必着
※剪定ばさみを持参ください。
申込＆問合　往復はがきにて参加イベント
名、参加者全員の住所、氏名、連絡先と年齢
を明記のうえ、応募してください。
みどりの村管理事務所　〒368-0101小鹿
野町下小鹿野27☎75-3441

みどりの村イベント

彩の国ふれあいの森のイベント

埼玉県県民の森のイベント

●炭焼きとやきいも体験
日時　11月6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。炭のおみやげ付きです。
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　10月31日(月)
申込＆問合　電話でお申し込みください。こ
のほかのイベントはホームページをご覧く
ださい。
埼玉県県民の森☎23-8340

秩父ミューズパークのイベント

●「音楽療法コンサート」歌のおくりもの
～懐かしい音楽をご一緒しませんか？～
日時　11月13日(日)14:00～（開場13:00
～）公演時間60分程度
場所　秩父ミューズパーク・音楽堂
内容　音楽療法士2名による懐かしい音楽、
季節の歌から歌謡曲など幅広い歌をピアノ
･フルート等で演奏します。
費用　無料（要整理券）　　定員　600人
※整理券は、秩父ミューズパーク管理事務
所と音楽堂にて配布します。
●はじめてのノルディックウォーキング
日時　10月30日(日)9:30～12：00
集合場所　パルテノン(大噴水横)
内容　初心者対象の講習会です。
費用　500円（ポール貸出代含む）　
定員　20人（申込順）
申込＆問合　このほかのイベントはホーム
ページをご覧ください。
秩父ミューズパーク管理事務所☎25-1315

国民宿舎両神荘スタッフ募集

Mahora稲穂山からのお知らせ

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（温泉や客室などの
仕事）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、片付けなどの仕事）
13:00～21:00、15:00～21:00のシフト制
③調理補助係(料理の盛付けや食器洗浄な
どの仕事)8:00～13:00
④フロント係（チェックインや精算、予約受
付などの仕事）
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　990円～
手当　早出遅出手当(6:00～8:00、19:00
～21:00は上記時給に1時間250～700円
増額)その他通勤手当、精勤手当他当社規
定による。
募集人数　各職種1～2人
申込＆問合　履歴書に写真を貼付のうえ、
両神荘へ郵送又は持参してください。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

「秩父法律相談センター」20周年記念
　無料相談会(予約不要)

日時　11月11日(金)14：00～16：00
(最終受付15：30)
場所　秩父地場産センター･多目的大ホー
ル
主催　埼玉弁護士会
問合　埼玉弁護士会熊谷支部
☎048-521-0844

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

※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

●オーロラメッセンジャー中垣哲也「オーロ
ラ上映会＆トークライブ」
日時　10月30日(日)①11:00～12：30②
14:00～15：30③17：00～18：30
場所　Mah o r a稲穂山(皆野町皆野
4048-1)
料金　1,500円（中高生500円）
※人数制限あり。事前予約をお願いします。
●みなの里山アートピック～食と芸術と音
楽の祭典～
日時　11月5日(土)10:00～20:00
場所　Mahora稲穂山
料金　運営協力金1,000円（高校生以下無
料）
※Mahora稲穂山年間パスポート持参者
500円
申込＆問合　Mahora稲穂山☎62-1688

花の森こども園からのお知らせ

第11回ちちぶ俳句賞作品募集

●大人の木工体験(スツール作り)
日時　10月9日(日）10：00～16：00
内容　ちょっと疲れた時、高い所の荷物を
取りたい時などに重宝する背もたれのない
一人掛けの椅子（スツール）を作ります。
対象　大人(20歳以上)
定員　5人(申込順)
費用　3,000円/人
締切　10月2日(日)
●「中津川写真展」開催
　彩の国ふれあいの森の風景、巨木、渓谷、
滝、野鳥、野生動物などのカラー写真(四つ
切り253×305mm又はA4サイズ)を埼玉県
森林科学館に展示します。
展示期間　10月15日(土)～11月13日(日)
問合　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

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」

日時　11月12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）
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、10月28日(金)までにメールで
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

自衛官募集
第16回　歯～とふる秩父

●第2回「職場見学バスツアー」
日時　11月7日(月)12:30集合
場所　秩父市役所2階･会議室2
内容　和銅鉱泉旅館グループ、さやかワー
クセンター〈ポッポ〉訪問
対象　おおむね55歳以上の求職者
定員　10人(申込順)
費用　無料(傷害保険は協議会負担)
●インターンシップ企業募集中
　インターンシップを秩父郡市内の企業が
募集する場合、1泊7,800円の宿泊費補助を
実施します。詳細はお問い合わせください。
申込＆問合　
ちちぶ雇用活性化協議会
☎26-7691

事業主の皆さんへ　
労働保険のお知らせ

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

●わくわく秋まつり
～森からはじまる　ぐるりのわ～
日時　11月13日(日)10:30～15:00※小雨
決行
場所　花の森こども園
内容　直火での調理体験（棒巻パン等）、自

日時　11月20日(日)10:30～
場所　秩父宮記念市民会館･けやきフォー
ラム
内容　文化講演会、8020よい歯コンクール
表彰式、口と歯の啓蒙ポスター＆標語コン
クール表彰式
費用　無料
定員　120人
問合　平沼歯科医院☎22-0790

成年後見なんでも電話相談

　成年後見制度について知りたい人、利用
をお考えの人の疑問に、後見の実情に詳し
い弁護士、司法書士、社会福祉士がお答え
します。
日時　10月22日(土)10:00～16:00
相談番号　048-845-3185(当日のみ)

秩父地域障害者就職面接会

日時　11月7日(月)13:30～16:00
（受付13:00～）事前予約制
場所　秩父宮記念市民会館2F・けやき
フォーラム
参加企業　6社（予定）
持ち物　ハローワーク受付票、履歴書等
申込＆問合　ハローワーク秩父☎22-3215

●防衛大学校学生
試験期日　11月5日(土)、6日(日)　2次試
験あり
受付締切　10月26日(水)
応募資格　18歳以上21歳未満の高卒者
(見込含む)
●自衛官候補生（任期制自衛官）
受付期間　年間を通じて行っています。
応募資格　18歳以上33歳未満の男女(令
和5年4月1日までに18歳になる17歳含む)
※受付期間･試験期日は、変更になる場合が
ありますので、詳細はお問い合わせください。
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

　労働保険料(労災保険・雇用保険)の第2
期分の納期限は10月31日(月)です。
　納付書は、納期限の10日前頃に該当事業
所へ郵送します。申し込み手続きについて詳
しくは、厚生労働省又は埼玉労働局のホー
ムページをご覧ください。
問合　埼玉労働局労働保険徴収課
☎048-600-6203

ハロウィンジャンボ
宝くじ発売

　『ハロウィンジャンボ宝くじ』と『ハロウィ
ンジャンボミニ』が同時発売されました。
　発売期間は10月21日(金)までです。
※この宝くじの収益金は、市町村の明るい
まちづくりや環境対策、高齢化対策など地
域住民の福祉向上のために使われます。お
求めは埼玉県内の宝くじ売り場で

●PowerPoint応用
日時　12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　11月1日(火)～10日（木)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

然素材を使った遊びの場の提供やワーク
ショップのほか、手作り作品や軽食の販売
等を行います。
費用　入場無料※体験内容により100円～
参加費がかかります。　　
定員　各体験30人～100人※事前申込不
要
持ち物　マイ箸、マイカップ、マイ皿、マイ
バッグ
※駐車場40台
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)

問合　埼玉県地域包括ケア課
☎048-830-3251
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