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花と歌舞伎と名水のまち
11
2023

208号

Ogano Information 

小鹿野町歌舞伎・郷土芸能祭
　11/19、20

　埼玉県芸術文化祭2022地域文化事業
第50回「小鹿野町歌舞伎・郷土芸能祭」
を11月19日(土)、20日(日)に開催。コロナ禍
により3年ぶりの開催となった今回は、昭和
46年の開始から数え50回の記念すべき開
催となりました。
　地元の皆さんが今まで大切に伝承して
きた郷土芸能で多くの来場者を楽しませ、
会場から大きな拍手が送られていました。

12月1日現在 【世帯数】4,561世帯
 【総人口】10,646人【男性】5,301人【女性】5,345人
11月中の異動 出生3人/死亡20人/転入23人/転出17人

戸籍の窓 合角ダム貯水量状況
（令和4年12月15日現在）
貯水位　317.94m
貯水量　5.544.000㎥
貯水率　54.1%各種ゴミ収集日  各世帯に配布してあるごみカレンダーでご確認ください。

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

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

非洪水期：10月～6月
総貯水量：10,250,000㎥
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1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 4 期
国民健康保険税 第 7 期
介護保険料 第 7 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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◆新春将棋大会

振替休日1�1 元日

旧元日

小寒官公庁仕事始め 七草

大寒

節分

北方領土の日 建国記念の日

立春

土用
防災とボランティアの日

成人の日
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鏡開き

◆文化センター休館日
★図書館休館日

◆文化センター休館日
★図書館休館日

◆文化センター休館日
★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

小鹿野町消防団
出初式
◆小鹿野町二十歳
　の集い

◆新春囲碁大会

プレーパーク
(みどりの村)

★図書館休館日

▲開放
◎ひきこもり相談
■日中開放
■骨密度•高精度
　体組成計測定日

▲親子ふれあい遊び
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲親子ふれあい遊び
■長寿筋トレ教室
■日中開放

◆新型コロナ
　ワクチン接種

◆新型コロナ
　ワクチン接種

◆新型コロナ
　ワクチン接種
☆おはなしひろば

◆新型コロナ
　ワクチン接種

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

▲年齢別講座
　よちよちてくてく
●はぐくみ相談(ことば)
◆認知症予防教室
◆法律相談

▲年齢別講座
　よちよちてくてく

▲誕生会
●認知症家族会
◎こころの悩み
　何でも相談

▲開放
■日中開放
◎こころの悩み
　何でも相談
◆行政相談

▲開放
■日中開放

▲体を動かして遊ぼう
★郷土料理伝承
　ボランティア
■日中開放

▲ともだちになろう♡
☆なかよしキッズ
◆献血
●バランスボール教室
◎認知症相談日

▲開放
オレンジカフェ
「笑顔」(長寿ハウス)
◎認知症相談日

★図書館休館日

★図書館休館日

★おやこ郷土
　料理教室

▲新聞紙で遊ぼう
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲発育測定・栄養相談
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲手形足形スタンプ
●バランスボール教室
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲開放
▲すくすく（手形足形•
　ふれあい遊び）
●はぐくみ相談(運動)
■ステップ体操(動画)
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▲豆まき会
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲発育測定・栄養相談
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲すくすく豆まき会
■ステップ体操(新規)

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

▲開放
●長寿筋トレ教室
■夜間開放

▲開放
■長寿筋トレ教室
■日中開放

▲開放
▲すくすく
　（計測・発育相談）
■ステップ体操(新規)

▲開放
▲すくすく
　（離乳食相談）
■ステップ体操(動画)

▲開放
▲すくすく
　（離乳食相談）
■ステップ体操(動画)

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

2023（令和5年）NO.208 広報おがの／令和5年1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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1月31日(火）までに納めてください。

▲年齢別講座
　じゃんぷ
▲子育て相談
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
■体組成計測定日

▲年齢別講座
　じゃんぷ
●長寿筋トレ教室
■夜間開放
◎認知症相談会
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　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

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

試験日及び内容

【一般事務】1月29日(日)／教養試験及び適性検査(第1次試験)

　　　　　2月13日(月)／作文試験及び面接試験(第2次試験)

【保健師】2月13日(月)／作文試験及び面接試験

試験場所●小鹿野町役場･両神庁舎

応募書類●市販の履歴書に顔写真を貼り必要事項を記入のうえ､

次の書類と一緒に両神庁舎･総務課へ郵送又は持参してください｡

・卒業(見込)証明書　・保健師免許(写し)※免許取得済みの場合

※履歴書の左上部余白に受験する職種(一般事務又は保健師)を

記載してください｡

応募期限●1月12日(木)まで

※郵送の場合は､1月12日(木)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

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＞

　町では、コロナ禍における地域内消費を活性化し、感染症予防

対策の観点から直接現金の受け渡しをしないキャッシュレス決

済を促進させるため、「PayPay」と連携のキャンペーンを行いま

す。

対象期間●2月1日（水）～28日（火）

内容●地域内対象店舗で対象期間中に、キャッシュレス決済サー

ビス「PayPay」で決済すると、最大20%のPayPayポイントを付与

します。

対象店舗●地域内のPayPay加盟店のうち中小規模事業者

※病院・調剤薬局・大手チェーン店等を除きます。個別の対象店

舗はPayPayアプリや店頭でご確認ください。

条件●PayPay残高、PayPayカード（旧ヤフーカード）、PayPayあ

と払い、PayPayあと払い（一括のみ）での決済が対象

付与上限●3,000ポイント/回　10,000ポイント/期間
問合せ●両神庁舎･おもてなし課☎79-1100
　　　　西秩父商工会☎75-1381

頑張ろう！ 小鹿野町！ 最大20%戻ってくるキャンペーン頑張ろう！ 小鹿野町！ 最大20%戻ってくるキャンペーン

　物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高

騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課

税世帯等に対して、１世帯あたり5万円を給付します。

給付額●1世帯あたり5万円

対象●令和4年1月から令和4年12月までに家計が急変し、住民税

均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯

（家計急変世帯）

※住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を

除く。

■手続き方法

　対象となる世帯は申請が必要です。申請用紙は町ホームページ

からダウンロード又は福祉課で配布しています。
■必要書類

・運転免許証、保険証などの本人確認書類

・通帳又はキャッシュカード

・給与等が減収したことがわかる書類(給与明細書、源泉徴収票、確

定申告書等)

提出期限●1月31日まで

申込＆問合せ●保健福祉センター･福祉課☎75-4109

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内

広報 おがの　1月号 広報 おがの　1月号 32
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インフォメーション　広報 おがの

令和5年元旦　　小鹿野町長　森　真太郎

新年あけましておめでとうございます
謹賀新年 町長年頭あいさつ

　町民の皆様におかれましては、健やかな新春をお迎えのこと
と心からお慶び申し上げます。
　ロシアによるウクライナ侵攻から10カ月余りが経ちました。
未だ終わりが見えない状況にあり、子どもを含めた多くの民間
人が犠牲となっており、強い憤りを感じております。
　振り返りますと、2018年7月に「ロシアにおける日本年」のイ
ベントの一環として、町内の児童・生徒をはじめとする２７人が
ロシアのウラジオストクへ「日ロ小鹿野町歌舞伎訪問団」として
訪問し、子ども歌舞伎の披露や日ロ両国の子どもたちによる文
化交流が盛んに行われました。大変意義深い日ロ交流であった
だけに、今回の事態は大変残念であり心が痛む思いでありま
す。一刻も早く平穏な日常が取り戻せるよう祈るばかりでござ
います。
　いよいよ新年度から役場新庁舎での業務がスタートします。
倉尾地区の町有林（間伐材）を使用し、省エネ・高断熱の環境に
優れた地上２階建ての木造庁舎で、木材の温かみを感じる庁舎
になっております。町民の皆様の安心・安全を支える防災の拠
点、そして町民の皆様の交流の拠点となる親しみやすい新庁舎
を目指して建設を進めてまいりました。
　新庁舎の完成を契機に、職員一同、気持ちを新たに住民サー
ビスの更なる向上を図り、新庁舎が町民の皆様の身近な存在
になるよう取り組んでまいります。
　新型コロナウイルス感染症につきましては、本年も少なから
ず影響を受ける年になると考えております。町民の皆様の円滑
なワクチン接種をはじめマスクの着用や三密の回避により、小
鹿野町においては感染を最小限に抑えられております。町民の
皆様の感染予防対策へのご協力に心より感謝を申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症は感染予防対策と社会経済活動
の両立を図る動きが鮮明になるなど、状況が少しずつ変化して
きております。

　現在、長引くコロナ禍に加え、物価高騰により町民の皆様の
生活は厳しい状況におかれておりますので、本年においても感
染予防対策や生活支援策など事態を的確に把握しながら、今、
真に必要な施策を、機を逸することなく昨年に引き続き実施し
てまいります。
　さて、空き公共施設の利活用事業として、旧長若中学校がリ
ングロー株式会社により「長若集学校」として３月に新たに生ま
れ変わりスタートすることになりました。
　「集学校」とは、廃校を活用しＩＴ機器を役立てて地域の人々
の集う場所を目指すＩＴ交流施設のプロジェクトであり、リング
ロー株式会社は全国的にこの集学校事業を展開しており、全国
各地にある各集学校において、それぞれ地域の実情に合ったコ
ンセプトを基に様々な交流事業が行われております。
　かつて長若地区のシンボルでもあった旧長若中学校に地域
の方々はもちろん、それ以外にも多くの方々が交流することで
新たなつながりや活動が生まれ、発信されていく大きな可能性
を持った「長若集学校」に大きな期待をしているところです。
　ところで、コロナ禍の影響により長年続けられてきたお祭り
が中止や延期を余儀なくされております。依然コロナ禍の状況
は続くと思われますが、各種感染予防対策を講じながら町内各
地区のお祭りが復活し、以前の賑わいが戻り、地域の方々の交
流が生まれ、コロナ禍前のような活気ある小鹿野町となるよう
願っております。
　結びに、本年も『文化の香り高く、小さくともいきいきとした
小鹿野町の創生』に向け、職員一丸となり小鹿野町が持つ可能
性を最大限に生かしたまちづくりに全力を注いでまいります。
　令和５年の年頭にあたり、町民の皆様のますますのご健勝と
ご多幸をお祈り申し上げ、新年のあいさつといたします。

募集職種 募集人員 受験資格

一般事務 若干名

若干名

･平成5年4月2日以降に生まれた人

･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
･昭和52年4月2日以降に生まれた人

･保健師免許を有する人､又は令和5年3月までに同免許を取得する見込みの人
保健師



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

登録統計調査員を募集します登録統計調査員を募集します

　町では、経済的な理由等により就学が困難な学生を対象に、無利

子で奨学資金の貸し付けを行っています。

対象●高校、各種専修学校、短大、大学に在学又は入学予定の人

貸付金額●【高校】月額1万円以内【その他】月額3万円以内

貸付期間●在学期間

受付期間●1月4日(水)～4月12日(水)

申込＆問合せ●1月4日（水）から両神庁舎正面入口すぐのチラシ置

き場、文化センターチラシ置き場、両神ふるさと総合会館で配布し

ます。新庁舎移転後は、新庁舎正面入口すぐのチラシ置き場でも配

布します。また、町ホームページからもダウンロードできます。

両神ふるさと総合会館・学校教育課☎79-1201

小鹿野町奨学資金のご案内小鹿野町奨学資金のご案内

　65歳以上で、障害者手帳をお持ちでなく次の要件に該当される

人は申請により障害者控除対象者の認定を受けることができます。
■要介護１～５の認定を受けている人
■要介護認定を受けていないが、寝たきりの状態が6カ月以上続い
ている人

　障害者控除認定の判定は、各年12月31日（それより前にお亡く

なりになった場合は死亡日）です。

　交付された障害者控除対象者認定証を申告時に提示又は写し

を提出することで所得税や住民税の所得控除を受けられます。

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103

要介護認定者等の障害者控除対象者認定について要介護認定者等の障害者控除対象者認定について

　町では、より多くの人に小鹿野町で住み、暮らしていただくため、
新たに町に転入された人や、新婚世帯の家賃を最大で月1万円助
成します。
対象条件●①②のどちらかに該当し、下記の必須条件のすべてを
満たす世帯
①結婚して2年以内で民間賃貸住宅に入居した日において夫婦ど
ちらも満45歳以下の「新婚世帯」
②民間賃貸住宅に町外から直接転入した世帯であって、転入した
日において世帯員がいずれも満45歳以下の「転入若年世帯(単身
者可)」
必須条件
■過去にこの助成金の交付を受けていないこと。
■当該住宅を世帯員又はその親族が所有していないこと。
■世帯員が当該住宅を所有する法人の親族･役員でないこと。
■町税・国民健康保険税の滞納がないこと。
■令和5年1月1日現在その賃貸住宅に住所があること。
■小鹿野町結婚新生活事業費補助金交付要綱に規定する補助金
の交付を受けていないこと。
※その他対象にならない場合もあります。詳しくはお問い合わせく
ださい。

助成金額●1万円/月(家賃の額が1万円に満たない場合はその額)
※令和4年1月から12月に支払った家賃が対象です。
交付期間●最初の助成対象となった月から2年以内
申請期間●1月13日(金)～2月15日(水)
必要書類
■民間賃貸住宅家賃助成金交付申請書
■世帯員全員の住民票及び戸籍謄本（対象条件①の「新婚世帯」で
昨年度に引き続いての申請である場合は、戸籍謄本は不要です。
また、対象条件②の「転入若年世帯（単身者可）」についても戸籍
謄本は不要です。）

■世帯全員（満16歳以上の人のみ）の町税等に係る滞納のない証
明書

■賃貸契約書の写し
■その他町長が必要と認めた書類
※申請書は、両神庁舎・総務課まちづくり推進室にあります。また、
町ホームページからもダウンロードできます。
トップ画面＞暮らし・手続き＞住まい支援＞住まいに関する支援制
度＞民間賃貸住宅家賃助成金
申込＆問合せ●両神庁舎・総務課まちづくり推進室☎26-6581

転入者と新婚世帯の民間賃貸住宅家賃を助成します転入者と新婚世帯の民間賃貸住宅家賃を助成します

募集職種（勤務予定地）●保育士、調理員（おがの保育所）、保育教
諭（おがのこども園）
募集人員●各1人
勤務形態●週5日、1日7.5時間
任用期間●令和5年4月1日～令和6年3月31日
（うち、最初の1カ月間は試用期間とします。）
申込方法●顔写真付きの履歴書に必要事項を記入し、ハローワー

ク紹介状、資格証明書の写しとともに2月10日（金）までに両神庁
舎・住民生活課へ郵送又は持参してください。
※応募者が少ない場合は、期限を延長します。
選考方法●面接による選考
問合せ●〒368-0201　秩父郡小鹿野町両神薄2906番地
両神庁舎・住民生活課　子育て包括支援室☎75-4101

会計年度任用職員（保育士・保育教諭・調理員）を募集します会計年度任用職員（保育士・保育教諭・調理員）を募集します

町営住宅美屋団地
募集戸数●2戸(抽選)
物件構造●木造2階建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）
町営住宅北扶桑ヶ原団地
募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建2LDK69.55㎡
所在地●小鹿野町下小鹿野2126番地1(信濃石信号西約300ｍ）
町営住宅春日団地
募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建2LDK65.61㎡
所在地●小鹿野町小鹿野1911番地(小鹿野小学校西約100ｍ）

募集期間●1月6日(金)～20日(金)
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)
入居条件
■現に同居し、又は同居する親族等がいること。
■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。
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204

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

　町では、要介護認定調査に関する申請受付、入力、調査日程調
整、調査及び相談等の窓口業務等を行う会計年度任用職員を募集
します。
募集人数●1人
応募要件●普通自動車運転免許を有し、運転できること。ただし、
日本国籍を有し、地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当
しないこと。
　埼玉県が実施する要介護認定調査員新規研修等を既に修了さ
れている場合は、履歴書にその旨を記載してください。

勤務形態●週5日、1日7時間程度
任用期間●令和5年4月1日～令和6年3月31日
（うち、最初の1カ月間は試用期間とします。）
申込方法●1月10日(火)～2月10日(金)の間に、顔写真付きの履
歴書に必要事項を記入し、保健福祉センター･福祉課へ提出してく
ださい。
選考方法●書類選考後、面接を行います。
※面接の日程については履歴書受領後に連絡します。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103

会計年度任用職員（パートタイム）を募集します会計年度任用職員（パートタイム）を募集します
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税務課からのお知らせ税務課からのお知らせ

対象業務
■物品等（販売、賃貸、買受け、印刷、電算業務、催物、映画、広告、その他の業務、建築物管理）
受付期間●2月1日（水）～3月10日（金）
※詳しくは、町ホームページ及び広報2月号をご確認ください。
https://www.town.ogano.lg.jp/industry-bid-busness/bid-information/
問合せ●両神庁舎・総合政策課☎75-4196

【予告】令和５・６年度 物品等の分野における小鹿野町
競争入札参加者の資格登録は２月から受付開始（町内事業所限定）
【予告】令和５・６年度 物品等の分野における小鹿野町
競争入札参加者の資格登録は２月から受付開始（町内事業所限定）

　町では、町民の皆様のご意見を高齢者保健・福祉・医療・介
護に関する施策の立案に反映するため、介護保険運営協議会
の委員を募集します。
募集期間●1月16日（月）～2月15日（水）
募集人数●2人
任期●令和5年4月1日～令和7年3月31日
選考方法●書類選考により行い、選考結果を後日通知します。
応募資格●次のすべてに該当する人
①小鹿野町に在住し40歳以上の介護保険被保険者の人
②年3回程度開催する小鹿野町介護保険運営協議会に出席

できる見込みのある人
③小鹿野町の他の審議会等の委員でない人
④小鹿野町の議会議員及び職員でない人
申込＆問合せ●指定の応募用紙に必要事項を記入し、郵送又
はFAXで提出してください。なお、応募用紙は福祉課窓口（保
健福祉センター内）で配布しています。また、町ホームページか
らもダウンロードできます。
〒368-0105小鹿野町小鹿野300番地
保健福祉センター・福祉課　☎75-4103　FAX75-4710

小鹿野町介護保険運営協議会委員の募集小鹿野町介護保険運営協議会委員の募集

　

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１１７号線道路改良工事
（１工区その２） 小鹿野地内 15,838,900円 株式会社山崎工務店 ～ 令和5年3月24日

町道１１７号線道路改良工事
（１工区その１） 小鹿野地内 14,015,100円 有限会社佐藤建設 ～ 令和5年3月24日

三山地内町道７００号線法面対策工事 14,072,300円 株式会社山崎工務店 ～ 令和5年3月24日

町営住宅北町裏・
南町裏団地一部解体工事 小鹿野地内 3,548,600円 株式会社加藤建設 ～ 令和5年3月17日

小鹿野町役場庁舎建設植栽工事 小鹿野地内 3,289,000円 株式会社
田嶋造園土木 ～ 令和5年3月17日

両神小森地内国民宿舎両神荘
従業員用トイレ改修工事

2,593,800円 守屋設備株式会社 ～ 令和5年3月24日

道路台帳更新業務委託
（小鹿野地区） 小鹿野地内外 2,530,000円 アジア航測株式会社

埼玉支店
～ 令和5年3月24日

小鹿野町役場新庁舎
備品購入事業（その２） 小鹿野町役場新庁舎 21,989,000円 有限会社村上書店 ～ 令和5年2月28日

▲令和4年11月25日開札分

償却資産を所有している人は申告が必要です償却資産を所有している人は申告が必要です

給与支払報告書の提出について(事業者の皆さんへ)給与支払報告書の提出について(事業者の皆さんへ)

たばこは地元で買いましょうたばこは地元で買いましょう

　固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産(事業用資産)
についても課税されます。
　令和5年1月1日現在、町内に償却資産を所有している人は
申告が必要ですので、期限までに申告書のご提出をお願いし
ます。
　なお、新たに事業を開始した人など、申告用紙が必要な人
は、税務課までご連絡ください。

申告期限●1月31日(火)
提出場所●両神庁舎・税務課
償却資産とは…
　製造や小売、農業などの事業を個人又は会社で営んでい
る人が所有し、その事業のために用いることができる構築物
や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

　法人・個人事業主を問わず、従業員等へ給与・賃金等（専従
者給与やパート、アルバイト代を含む）の支払があった場合は
「給与支払者」に該当し、地方税法に基づき給与支払報告書
を提出する義務があります。
　給与支払者に該当する場合には、令和4年1月から12月ま
での給与支払報告書（総括表及び個人別明細書、普通徴収に
該当する従業員等がいる場合には普通徴収切替理由書を含
む）を令和5年1月31日(火)までに提出してください。

　なお、提出方法はeLTAXを利用して提出、CD-R等の外部
記憶媒体に保存して提出、紙で提出のいずれかです。提出先
は、対象の従業員等が令和5年1月1日現在に住所を有する市
区町村です。
※個人事業主で紙で提出の場合は、総括表に個人番号を記
載し、提出の際に個人番号確認書類及び身元確認書類の提
示(郵送の場合は写しの同封)が必要です。なお、eLTAXで提
出の場合には提示等は不要です。

　市町村たばこ税は愛煙家の皆さんがお買い求めになった小売業者（たばこ屋さん等）の所在
する市町村の税収となります。
　小鹿野町の令和3年度市町村たばこ税の税収は、66,197,528円で、町の貴重な税収となっ
ています。

　太陽光発電設備を設置した時は、固定資産税の課税の対象となり、償却資産として町へ申告が必要な場合があります。

※建材型ソーラーパネルで、屋根材など家屋に一体として設置するものを除く。
税務課では、制度周知と適正申告及び課税のため、文書による照会や実地調査を行う場合がありますので、ご協力
をお願いします。

問合せ●両神庁舎・税務課☎75-4124・4125

設置者 太陽光発電設備(全量売電) 太陽光発電設備(余剰売電)

個人(住宅用)

個人(住宅用以外)

法人

　個人が家屋以外の場所に太陽光発電設備を設置される場合や、法人が太陽光発電
設備を設置される場合は、事業用資産となるため、発電出力量や売電の有無にかかわら
ず、償却資産として申告の対象となります。（太陽光発電設備設置に伴う土地の造成費
やフェンス工事費等も償却資産の対象となります。）

　家屋などに太陽光発電設備を設置される場
合で、全量売電は事業用資産となり、償却資産
として申告の対象となります。(※)

　余剰売電は事業用資産とはな
らないため、償却資産としての申
告は不要です。

▲

令和5年度償却資産(固定資産税)申告書の提出について

▲

太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告について

広報 おがの　1月号 広報 おがの　1月号 76



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

　みどりの村･村の広場にて楽しい遊び場がいっぱいのプレー
パークが開催されます。参加時間は自由です。今月はさつまいも
を持参すると焼き芋が作れます。
日時●1月29日(日)10:00～14:00　雨天決行
場所●みどりの村･村の広場（小鹿野町飯田853番地）
※1月29日（日）プレーパーク終了後の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おいて開催しま
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。
※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

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～

　11月8日に、埼玉県葬祭業協同組合及び全日本葬祭業協
同組合連合会と「災害時の葬祭協力等に関する協定書」を
締結しました。
　この協定書は、町内で災害が発生した場合に、棺や葬祭
用品の供給を受けることや、ご遺体の収容・保全・安置・搬
送等の協力をいただけることなどを定めたもので、災害発
生時等における町の応急対策活動等に際し、大きな力に
なっていただける内容となっています。
問合せ●両神庁舎・総務課☎75-1221

埼玉県葬祭業協同組合等と災害協定を締結しました埼玉県葬祭業協同組合等と災害協定を締結しました

～収支改善は地道に～～収支改善は地道に～VOL.08

　小鹿野町を観光地としてPRしていくには、道の駅という
ネームバリューを活かし、観光のハブ（情報、公共交通、自
家用車等含む）としての機能はもちろん、公共施設としての
立ち位置を超えて、現代のトレンドに沿った内容とし、観光
客に喜ばれる施設にしていかなければならないと感じま
す。館内木質化や駐車場へのEV充電器設置などこれまで
行ってきましたが、時代の変化のスピードは早く、関東圏で
も新聞に取り上げられるような先進的な道の駅が増加し
てきており、危機感を感じるところです。
　そこで、指定管理者として参画する地域商社おがのは、
第三セクターでなければできない内容を主として実施して 問合せ●地域商社推進室☎72-8080

地域商社おがの
いくことが必要だと考えています。そのためにはまずコスト
を掛けるだけでなく、定常コストの見直しから、既存の魅力
（百名山の両神山、秩父三大氷柱の尾ノ内氷柱、節分草等）
を取り込んで活かし、収支状況の改善をはかり、次の段階
で支出を伴う改修へと計画的に進めていくことで、勝算を
見こしながら着実な事業実施をおこなっていきたいと考え
ています。
　現状の道の駅において、民間企業の参入が見込めないか
らこそ、魅力ある施設に地域商社として育て上げ、誰からも
注目されるような将来像が描けるよう尽力してまいります。

なぜなぜ なになに

　マイナポイントは、令和4年12月末までにマイナンバーカードを
申請された人又はすでに取得している人が対象です。
　マイナポイントの登録は手続きスポット（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、住民生活課窓口でも申し込みの支援をして
います。ポイントの申込期限は、令和5年2月末日までの申込・ご利
用が対象ですので、ご不明な人は両神庁舎･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の申請支援も実施しています
　マイナンバーカードの申請支援も住民生活課窓口で実施して
いますので、申請方法がわからない人など下記の内容を確認し、
窓口までお越しください。
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個人番号通知カード
（ない場合は、窓口にてお知らせください。）
※申請書は窓口で発行できますので、申請用紙に記入後、写真を
撮影し、オンラインで申請します。約1カ月で交付できます。
マイナンバーカードの取扱い業務時間
通常窓口●平日（月～金）8:30～17:15
臨時窓口●1月の木曜日（12日、19日、26日）の窓口を19:00まで
延長します。申請受付等も実施しますので、ご利用ください。
1月28日（土）9:00～17:00
※1月4日（水）、5日（木）はシステムメンテナンスのため、マ
イナンバーカードの交付・更新などの業務を休止します。
問合せ●両神庁舎･住民生活課☎75-1418

マイナポイントの登録支援を実施していますマイナポイントの登録支援を実施しています

期間●1月8日（日）～2月末頃
※氷の状態により変更される場合があります。
通常観賞時間●8:00～16:00
環境整備協力金●400円（中学生以上）
氷柱ecoライトアップ!!
期間●1月21日（土）～2月19日（日）の間の土日

1/8（日）OPEN!! 
尾ノ内氷柱2023
1/8（日）OPEN!! 
尾ノ内氷柱2023

時間●日没～20:00
問合せ●尾ノ内渓谷氷柱実行委員会（西秩父商工会内）
☎75-1381
両神庁舎・おもてなし課☎79-1100
※天候や今後の新型コロナウイルス感染症感染拡大状況により、
中止又は変更される場合がありますのでご了承ください。

　社会の中にある様々な「障害」を見抜く力を獲得し、それらを解
決していくための行動を形成します。今回は障害者自身が講師と
なる、グループワーク型の障害平等研修（DET）を開催します。
日時●2月15日（水）13:30～16:00（開場13:00）

場所●秩父宮記念市民会館けやきフォーラム
定員●35人（申込順）　　費用●無料　　持ち物●筆記用具
申込＆問合せ●1月27日(金)までに保健福祉センター･福祉課へ
電話又はFAXでお申し込みください。
保健福祉センター･福祉課☎75-4109　FAX75-4710

障害者差別解消法住民・事業者・行政合同研修会を実施します障害者差別解消法住民・事業者・行政合同研修会を実施します
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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.67VOL.67

　小鹿野・秩父中心のハーブを使用した蒸
留酒秩父トムジン4作目の開発に向けて準
備を進めております。町内のハーブに加え
て、質の良い小鹿野町内の蜂蜜を活かし美
味しいものができるように精進してまいりま
す。小鹿野は腕利きの養蜂家さんが多くい
らっしゃいます。トムジンも養蜂家さんの事
を知っていただけるきっかけの一つになれ
たら嬉しいです。（髙山）

　11月末に飯田地区の古
木柚子を農林振興センター
の方と有志の方々のご協力
のもと収穫しました。今年は
実も大きく果汁、収穫量共
に多いので瓶詰にする予定
です。(佐々木)

　写真は、旧三田
川中学校にて10月
末に開催をさせて
いただいた「アウト
プットデイ」の集合
写真の様子です。た
だいま、小鹿野町の

中で、繋がりづくりとまちづくりの学び舎として、今後どう発展して
いくか、話し合いの場やワークショップ開催中です。（撮影：おとが
く写真部）(宇佐川)

　小鹿野町に移住してから1
年が経とうとしています。初
めて経験することだらけの毎
日は、驚くほどあっという間
に過ぎていきました。ミツバ
チたちが無事に冬を越せる
ように準備をしながら、私も
無事に春を迎えることがで

きるように、毎日を過ごしたいと思います。(金子)

　小鹿野町産のものを使った新しい体験事業ができないかと思い、ダリア
園のダリアや町内のカエデをいただいて草木染にチャレンジしています。
　ダリアは品種によって染まる色や染まりやすさが違うことを知り、染め
るたびに一喜一憂しています。また、カエデは思い描く色に染められなかっ
たり、色が定着しなかったりと悪戦苦闘の日々です。草木染に詳しい方が
いらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをいただきたいです。（野村）

　SUP(サップ)を合角ダム湖で楽しめたらいいなと思い、群馬の
四万湖で基本的な扱い方を学んできました。SUPとは、スタンド
アップパドルボードの略称で、専用のボードに乗ってバドルで漕ぎ
進むウォータースポーツです。川、海、湖と様々な場所で遊べます。
具体的なアクティビティとし
て、SUPを使ってヨガや釣り、
クルージング、サーフィンを楽
しむこともできます。冬でもウ
エットスーツを着ていれば、
楽しめなくもないのですが、
暖かくなってから再度チャレ
ンジしてみたいと思います。
（御田）

　おがの化石館リニューア
ルの参考視察のため、栃木
県・那須塩原「木の葉化石
館」を視察してまいりました。
おがの化石館にも言えること
ですが、地域の総合博物館的
な役割を担おうという意図
が強く、そのことが逆に地域

の地球科学的にユニークな点を覆い隠してしまっている、という問
題点を強く再認識しました。(等々力)

　寒い冬の季節となりました。積
もる落葉の絨毯の中に野菜たち
が輝かしく顔をのぞかせていま
す。(掛川)

小鹿野町教育委員会委員の再任について小鹿野町教育委員会委員の再任について

　令和4年11月10日で任期が満了した、小鹿野町教育委員会委員の宮原正博氏が9月
定例議会において、再任の同意を得ました。任期は令和4年11月11日から令和8年11
月10日までです。

パートナーシップ宣誓制度を開始しますパートナーシップ宣誓制度を開始します

　町では、誰もが互いの人権を尊重し、多様性を認め合
いながら、自分らしくいきいきと暮らせる共生社会の実現
を目指すため、令和5年1月1日からパートナーシップ宣誓
制度を開始します。
　この制度は、パートナーシップの関係にある2人の宣誓
を、町が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書及びパート

ナーシップ宣誓証明カードを交付するものです。
　婚姻関係とは異なり、宣誓により法的な効力が生じる
ものではありませんが、2人の想いを尊重するとともに、
お互いが人生のパートナーとして、自分らしくいきいきと
活躍されることを応援するものです。
問合せ●両神庁舎･総務課☎75-1224

収納代理金融機関の指定解除について収納代理金融機関の指定解除について

　町の収納代理金融機関である「株式会社みずほ銀行」
並びに「株式会社足利銀行」からの申し出により、令和5
年3月31日（金）をもって、収納代理金融機関の指定解除
となり、町税や保険料、町営住宅使用料などの公金に関
する取り扱いが終了します。
　このため、令和5年4月1日以降、みずほ銀行と足利銀行
では手数料が無料となる公金収納の取り扱いができなく

なります。また、公金の収納受付をすることは可能です
が、手数料が徴収されますので、ご注意ください。
　令和5年3月31日以前に町から発行された納付書につ
いても、令和5年4月1日以降にみずほ銀行と足利銀行で
納付される場合は、手数料が徴収されますので、ご注意く
ださい。
問合せ●両神庁舎・会計課☎75-4136

ボ ルダリング

～クライミングパーク神怡舘ホームページリニューアルのお知らせ～～クライミングパーク神怡舘ホームページリニューアルのお知らせ～

～クライミングによるまちおこし～ VOL.41

　クライミングパーク神怡舘利用者からの要望に応えるため、公式ホ
ームページをリニューアルしました。
　下記URL又は、右記二次元コードを読み込み、神怡舘の最新情報
をゲットしてください。
URL　https://www.town.ogano.lg.jp/crimeshin2/
　また、神怡舘公式Instagramでは、毎日旬な情報を発信して
いますので、右記二次元コードを読み込みご覧ください。　

問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805

Let

‘

s Try 

神怡舘公式
ホームページ

神怡舘公式
Instagram

　11月15日に出演予定だった、小鹿野
町を舞台とした現代サーカスパフォー
マンス【尾ノ内沢の龍】ですが、体調不
良により出演ができませんでした。小鹿
野町へのたくさんの想いがこもったこ
の舞台、無事に幕を下ろし、観客の方々
もとても楽しんでいただけたようです。
最近は小鹿野町の歴史や土地について
専門的なお話を伺える機会が多く、大
変楽しく勉強させていただいています。
そういった点からも、多くの方々に小鹿

野町の魅力を知っていただけるよう、情報発信をしていければと思い
ます。(宮本)
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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。1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。1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
　勤労感謝の日に因み、消防署や警察署等を訪問して来年の干支
カレンダーを作ってプレゼントしました。年長児は、各小学校との
交流でフェスティバル等に参加し、楽しい時間を過ごしました。

　クラスごとに保育参加を実施しました。正永寺まで散歩に行っ
たり、ホールでリズム遊びやダンスをしたり、お家の人と一緒でと
ても嬉しそうでした。

手形足形が紅葉や焼き芋、ミッキーなどに大変身! わいわい座談会
「子育てのストレスを減らす３つのヒント」

近くの神社までお散歩。埋もれるくらい
落ち葉がいっぱい!

おいしい給食をありがとう 小学生が作ったゲームを体験中カレンダーを使ってください

　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●①【よちよちてくてく】1月17日（火）
　　　②【じゃんぷ】1月18日（水）
　　　両日とも10:00～11:30
内容●お正月遊びをします。
対象●①1歳、2歳のお子さんと保護者　②3歳のお子さんと保護者
持ち物●手拭きタオル、水筒
申込●各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・てくてく・じゃんぷ　＊予約制

日時●1月25日（水）10:00～11:30
内容●新聞紙を丸めたりちぎったりして、全身で遊びましょう。
対象●1歳～3歳のお子さんと保護者　8組
申込●定員になり次第終了します。

新聞紙で遊ぼう　＊予約制

日時●1月19日（木）10:00～11:00
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●1月26日（木）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　＊予約制

日時●1月24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●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●1月11日（水）10:00～11:30
内容●ビニール袋で簡単な凧を作ります。
対象●1歳以上のお子さんと保護者　10組

凧作り

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●1月18日（水）

子育て相談(電話・面談・オンライン)

日時●1月31日（火）10:00～11:30
内容●12月～1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と冠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●1月30日（月）10:00～11:30
内容●歩く、走る、潜る、登る、体をいっぱい動かして遊びましょう。
対象●1歳～3歳のお子さんと保護者

体を動かして遊ぼう　＊予約制

日時●①【豆まき会】2月2日(木)10:00～11:30
　　　②【すくすく豆まき会】2月3日(金)10:00～11:30
内容●かわいい鬼のお面を制作した後、豆まき会を行います。
対象●①1歳～3歳のお子さんと保護者　10組
　　　②0歳のお子さんと保護者　10組
申込●定員になり次第終了します。

豆まき会・すくすく豆まき会　＊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

花壇にチューリップの球根とパンジーを植
えました。春になったらたくさん咲いてね。

絵本読み聞かせ事業（おがのこども園・図書館連携）おはなしひろば（毎月１回）

日時●1月21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
り事業が中止となる場合があります。ご不明
な点はお問い合わせください。 
問合せ●おがのこども園☎75-3292
https://www.town.ogano.
lg.jp/kodomoen/ 

不妊・不育症治療や検査を受けている人の
費用の一部を助成します

　令和4年度から不妊治療に医療保険が適用されることとなりましたが、町
では引き続き不妊・不育症治療及び不妊・不育症検査の助成を実施します。
令和4年度に終了した不妊症や不育症にかかる治療費や検査費の助成申請
の期限は、令和5年3月31日（金）となります。申請予定の人は早めに申請して
ください。対象となる要件があるため、詳しくはお問い合わせください。
■早期不妊治療助成事業
　不妊治療費（体外受精・顕微授精）の初回助成（治療区分C、Fを除く）を受
けた人へ治療費の一部を助成します。対象となる人は、初回治療開始時の妻
の年齢が35歳未満の夫婦です。夫婦1組につき1回まで、上限10万円まで助
成します。
■マイベイビー支援事業
　不妊・不育症治療を行っている夫婦に対して、不妊治療・不育症治療に要
した費用を助成します。不妊治療（体外受精・顕微授精）に要した費用は上限
額35万円まで助成します。体外受精・顕微授精以外の不妊治療・不育症治療
に要した費用は上限額5万円まで助成します。
※令和4年3月までの不妊治療(体外受精・顕微授精)は埼玉県不妊治療費
助成事業の対象となりますので、先に県の申請をしてください。
※令和4年4月以降については、妻の年齢が43歳未満の不妊治療（体外受
精・顕微授精）は医療保険が適応となるため、高額療養費や付加給付が該当
となる場合は先に手続きを行ってください。
■早期不妊・不育症検査助成事業
　夫婦そろっての不妊症検査又は、不育症検査を受け、対象となる不妊・不
育症検査に対して、夫婦につき1回、2万円を上限に助成します。

おがのこども園

日時●1月12日（木）10:00～11:10
内容●身長体重を測定します。毎月記録できる計測カードをご用意しています。同室に
て離乳食や幼児食の量、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●10:00～11:30　※27日の手形足形は11:00終了
①1月6日（金）計測・発育相談(保健師)
②1月13日（金）離乳食相談(管理栄養士)
③1月20日（金）赤ちゃんとのかかわり方（保育園長）
④1月27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

【対象】来年度3歳児として入園対象の
お子さんと保護者
日時●1月24日（火）10:00～11:00
内容●こども園の年少児と一緒に遊び
ます。
持ち物●水筒、着替え、タオル、上履き
申込●おがのこども園へ電話でお申し
込みください。
「なかよしキッズ」に参加される人　
● 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着用をお願いし
ます。

おがのこども園より

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●1月17日(火)10:00～15:00
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

はぐくみ相談（運動）（予約制）
　からだの使い方や発達について理学療法士が個別相談に応じます。予約
制のため事前にお申し込みください。
日時●1月27日(金)10:00～15:00
場所●けんこう交流館（旧児童館）
対象●運動の発達について相談したい就学前のお子さんと保護者

おがの保育所

ほっとハグくむ…ママサロン
　一人ひとりその人の状態に合った育児アドバイスや母乳相談が受けられ
ます。各市町を定期的に巡回もしています。どうぞお気軽にご相談ください。
日時●毎週水・金曜日10:00～12:00、13:00～15:00
※巡回日は除きます。年末年始（12月28日～1月4日）はお休みです。
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。
1月の巡回日
■1月6日（金）　長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■1月11日（水）　小鹿野町子育て支援センター
■1月13日（金）、27日（金）　秩父市子育て支援センター（下郷児童館内）
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※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。

町立図書館

町立図書館分室

 年始(1～３日)月曜日（16、23、30日）
火曜日(10日)金曜日（20日）
年始(1～３日)土曜日（7、14、21、28日）
日曜日（8、15、22、29日）祝日（9日）

1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）

日時●1月9日（月･祝）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までに会場にお越しください。

問合せ●小鹿野文化センター･中央公民館☎75-0063

新春将棋大会

日時●①1月16日（月）②2月13日（月）両日とも10：00～13：00　　

場所●小鹿野文化センター・調理実習室

講師●①近藤須美子さん②近藤須美子さん、北ヱイ子さん

内容●①まゆ玉飾りづくり②おっきりこみのうどんとたらし焼きづくり

定員●各回15人　　費用●各回200円（材料代）

持ち物●エプロン、三角巾、持ち帰り用の容器や袋、飲み物

申込＆問合せ●①1月13日（金）②2月10日（金）までにお申し込みください。

連続で参加希望の人はその旨をお伝えください。1回のみの参加も可能です。

保健福祉センター･保健課☎75-0135

小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

郷土料理教室

日時●1月22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までに会場にお越しください。

問合せ●小鹿野文化センター･中央公民館☎75-0063

新春囲碁大会

日時●2月4日（土）5：00集合(小鹿野中学校第一体育館前)

場所●長野県湯ノ丸スキー場

対象●原則として秩父郡市内在住、在勤している人

※小学生以下の参加は必ず保護者の同伴が必要です。

※中学生、高校生の個人参加は、保護者の同意が必要です。

定員●30人（定員になり次第募集を終了します。）

費用●大人5,000円、子ども（小学生以下）3,500円（バス代、保険代含む）

※レンタル代、リフト券代は個人負担となります。

申込＆問合せ●1月5日（木）～20日（金）の間に参加費を添えて、小鹿野文

化センターへ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

町民スキー教室

小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール　 小鹿野町読書感想画コンクール　

日時●2月11日（土・祝）10：00～12：00

場所●小鹿野文化センター･調理実習室　　内容●スノーボールを作ります。

講師●小林久子さん　　対象●小学生と保護者　　定員●10組　　

費用●1組1,500円（材料代）

持ち物●エプロン、三角巾、お手拭き、持ち帰り用の箱や紙袋

申込＆問合せ●1月10日（火）～31日（火）の間に小鹿野文化センターへ材

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

バレンタイン親子でお菓子作り教室

日時●2月19日（日）10:00～15:00　　場所●小鹿野文化センター　　

内容●トークタイム（1対1）、ゲーム：ボッチャ

対象●20歳～55歳の独身男女

第2回婚活イベント～軽スポーツでマッチング～
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戦国時代の調査研究科発表会が開催されます(2/19)

　エルマーのぼうけんは、エルマーがりゅうをたすけるおはなしです。この本は、どう
ぶつがたくさんでてきておもしろかったです。エル
マーがライオンのかみをしばってるところがおもし
ろかったです。くふうしたところは、どうぶつじまから
でたとき、どうぶつたちが「にげられた。」というふう
にそらをみておこっているところをくふうしました。
えにかいてみたら、りゅうにのっているわたしがとて
もたのしそうなかおをしていました。

　はじめて、この作品のタイトルの意味をしったとき、心がとてもみたされていくこ
とを感じました。青磁と茜の言葉や行動から愛があふ
れていて幸せな気持ちになり、絵で表現したいと思い
描きました。描いたこの場面は二人の想いがつうじ
あった後、いつもの場所でまた空をみている様子をイ
メージして描きました。二人のかくされた過去や秘密
が明かされそれを受け入れあっている二人の姿がと
てもきれいで、描いていてとても楽しかったです。

　この本は、想像力がゆたかなアンが友達と遊んだり、いろいろなトラブルを起こし
てしまったりするお話です。わたしはこの本を読ん
でアンはいつもいろいろなことを考えている子だと
思いました。だから、アンの思い出や考えていること
をかきました。アンは友達といっしょにたくさんの
思い出をつくっていたので特に心に残っていると
思ったことをかきました。

　「小鹿野歌舞伎」について、自分が体験し

たことを中心に調べています。後半は、歌舞

伎を支えている人たちに取材をして、町内６

か所の歌舞伎や子ども歌舞伎の歴史につい

てもまとめています。

　酒はどんなものでどんな効果があるのか、

体に与える影響はどうなのかを、家族への調

査をもとに調べた作品です。酒は、適量であれ

ば健康に良いが、それを超えると病気の原因

にもなるとまとめています。

　歌舞伎の歴史や舞台、演目から衣装や化

粧について、それぞれの状況を調べ、比較し

ながらまとめています。大歌舞伎では味わえ

ない小鹿野歌舞伎ならではの魅力が、作品

の中から発見できるかもしれません。
　町内には、塩沢城（両神薄）、日尾城（日尾・飯田）、鷹谷砦跡（三山）といった戦国
時代の城砦が確認されています。
　このほかにも、郷土史家の方 に々よって三田川谷を中心に要害山砦跡（三山）、三
山下郷向山砦跡（三山）、小鹿野両谷城跡（長留）などの存在も想定されています。
　日尾城や鷹谷砦跡は、志賀坂峠方面から秩父領内に侵攻してくる勢力に対して、
真っ先に相対する地域であります。
　このような戦国時代の歴史史料を研究している鉢形歴史研究会による第4回調
査研究発表会が開催されます。
　当日は、小鹿野町に関わる発表も行われます。どうぞご参加ください。
【調査研究発表会】
「古文書から見えてきた北条氏邦の鉢形領を支えた人びと」
　鉢形領内の戦国武将の調査研究と普及を行っている鉢形歴史研究会では、日頃

の研究成果の発表と指導者による講演を行います。
日時●2月19日(日)10：00～16：30　　場所●秩父市歴史文化伝承館ホール
報告●「三山谷城砦群に関する新視点」・「鉢形領の経済学Ⅱ―古文書から読み解
く激動期の通貨戦略と領国経営―」・「花園城鉄炮伝来伝承を検証する―吉田家
文書との関連で―」（会員３名）
演武●戸田派武甲流薙刀術
講演●「北条氏邦と秩父氏・藤田氏」浅倉直美氏（駒澤大学准教授）・「史料集刊
行を終えて―史料保存と活用について」梅沢太久夫氏（当研究会顧問）
費用●無料（資料代５００円）
※駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
問合せ●鉢形歴史研究会事務局（冨田）☎090-1996-9535

　11月12日(土)両神ふるさと総合会館3階において、コンクールの表彰式を行いました。
　出席した入賞者の皆さんと町長賞（調べる学習）・最優秀賞（読書感想画）の作品を紹介します。

第７回　小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール
第４回　小鹿野町読書感想画コンクール　    

 『もっとしりたい!!かぶきのこと』
須永彩芽（小鹿野小学校２年）

 『エルマーといっしょにりゅうのって』　須永彩芽（小鹿野小学校２年）

『大歌舞伎＆小鹿野歌舞伎の魅力』
三田川小６年（三田川小学校６年）

 『酒は百薬の長??』
久保虹翔（小鹿野中学校１年）

『私の大切な思い出』須永咲百合（小鹿野小学校６年） 

『茜色の光る時』増田皐月（小鹿野中学校２年）  

※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。

表彰式を行いました！

定員●男女各10人（定員を超えた場合は抽選）

費用●1,000円（昼食・飲み物代）

申込＆問合せ●1月16日（月）～31日（火）の間に電話でお申し込みください。

小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063
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医療　広報 おがの

　新年あけましておめでとうございます。皆
様にとって昨年はどんな一年でしたか？世
界ではロシアのウクライナ侵攻があり、多くの
国で国王や政治のトップが新しくなったり再
選されたりしました。また、国内では銃撃事

件やオリンピックの開催、サッカーワールドカップの歓喜、異常な
円安、そしてなんといっても収束の兆しが見えないコロナ騒動
…。今年は平和で良い一年になることを祈るばかりです。
　さて、ここ最近私は小中学校での講演が続きました。子供た
ちに話すのは「命の話」。はじめに、自殺をしない、「ありがとう」
を言う、「死ね」って絶対に言わない、の3つのまとめを伝え、その
理由を話していきます。
　まず、私たちはどのようにしてこの世に生が与えられるのか。
おしべとめしべの例えから、精子と卵子の話をします。男性が一
生のうちに作る精子は1～2兆個、女性は生まれたときに卵子
のもとになる細胞を100万個持っているといわれています。その
うち1つの精子と1つの卵子がくっついて私たちが生まれるので
すが、その確率はなんと、1億円の宝くじに100万回連続して当
たることに匹敵するほどだとのこと。また、私たちは両親がいて
祖父母がいます。1代前で2人、2代前で4人、3代前で8人の人た
ちが関わって現在の私が存在しますが、こうしてさかのぼってい
くと10代前では1024人、20代前では100万人以上の方が関
わって自分がいるのです。しかもそれぞれ1億円の宝くじ100万
回連続の確率で…。
　そんな私たちは、生きていくうえで多くの命を口にしています。
というか、人間が口にするものの中で命がないのは水と塩だ
け。それ以外は全ておしべとめしべによる受粉や精子と卵子の
受精から生を受けたもの。なので命をいただく前に「いただきま
す」。また当たり前に食べられている食事は有難いことです。だ

から「ありがとう」。こうして私たちは命をいただいているので、決
して自殺せず、人にも「死ね」って言ってはいけないよね、という
話です。
　ただ、時には死んでしまいたいと思えるほどつらい時もあるで
しょう。どうかそのような時はいつでもご相談ください。そして、思
い出してください。この世に生まれてくる確率を。
　あるラジオで、こんなことを話していました。「人と関わることで
幸福度が上がる。幸せになりたければ人との関わりを増やすこ
と。それは、家族や親しい人でなくてもいい。近所の方との一言
の挨拶でも、コンビニの店員さんでもかまわない。知らない人に
一言『ありがとう』というだけで少し幸せになれる」というのです。
　また、宝くじで幸せになれるかどうかについては、当選者と外
れた人とでは、時が経てば結局幸福度はあまり変わらないとい
うことも分かっているようです。美味しいものを食べた時、楽しい
時間を過ごした時、プレゼントをもらった時はうれしいものです。
小さなことで私達は幸せを感じられます。でも、幸せって毎日リ
セットされるというのです。幸せは、貯金することができない。だ
から、幸せになりたかったら人との関わりを増やすこと、ありがと
うを言うこと、生きていることに感謝すること。

　生きてるだけで　丸もうけ　　　（明石家さんま）
　しあわせは　いつも　じぶんのこころが　きめる
　　　　　　　　　　　　　（相田みつを：詩人）
　そうはいっても、年賀はがきの当選発表日は、ひょっとして当
たってないかなと少し期待しちゃうんですよね。
　皆様にとって、この一年間、毎日小さな幸せがありますように。
今年もよろしくお願いします。

院長　内田　望

思いつくまま
　気のむくまま

69・・・ドクター内田のひとりごと・・・

大切な命、小さな幸せ

休日急患当番医休日急患当番医

　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12月14日現在）
　1月4日（水）眼科 山﨑先生
　1月10日（火）耳鼻咽喉科 荒木先生
　1月19日（木）耳鼻咽喉科   水足先生

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

大野原 ☎24-4184

休日在宅歯科当番医　診療時間／10:00～13:00

1月1日 内田歯科医院
上町 ☎22-05942日 上町吉田歯科医院
上影森 ☎21-18813日 倉林歯科クリニック
小鹿野町 ☎72-72019日 しまだ歯科医院

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

期日 医療機関 所在地 電話

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／

期日 期日

医師会休日診療所
(内・小)
熊木町 ☎23-8561

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

あいおいクリニック(内･消内)

小鹿野中央病院(内)

本間医院(内･リウ)

長瀞医新クリニック(内)
あらいクリニック(小･内)

小鹿野中央病院(内)

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。

※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

秩父市立病院

秩父市立病院

1月1日

2日

3日

8日
9日

15日
22日
29日

皆野町

☎23-0611

桜木町 ☎23-0611

桜木町 ☎23-0611

☎62-6300

皆野町 ☎62-6300

皆野町

小鹿野町
大谷津医院(内･小) 阿保町

小鹿野町

長瀞町
小鹿野町

本町

小鹿野町

大野原
相生町

横瀬町

☎75-0020
☎22-6329

☎75-2332

☎66-1000
☎75-2332

☎25-2711

☎75-2332

☎22-6122
☎26-7001

☎24-0160 ☎62-6300

皆野病院

皆野病院

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
1月19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

14日･21日・
28日

1月7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
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
1月19日(木)

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611
☎22-0043

電話

1月1日

2日

3日

8日
9日

15日
22日
29日

1月1日

2日

3日

8日
9日

15日
22日
29日

小鹿野中央病院(内)

石塚クリニック(内･呼)

荒舩医院(内)

皆野病院 ☎62-6300

秩父市立病院 ☎23-0611

　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

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

●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

 ※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。
対応時間●13:30～（受付時間：8:30～14:00）
〈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

発熱したとき、どうしよう？発熱したとき、どうしよう？
①かかりつけ医がいる人
かかりつけ医に電話で相談　
※医師の判断により別の医療機関を紹介される場合もあります。
②かかりつけ医がいない人
お近くの医療機関又は埼玉県ホームページに掲載されている「埼玉県指定診療・検
査医療機関」
検索システムで、近隣の医療機関を探して電話で相談

※「埼玉県指定診療・検査医療機関」とは、新型コロナウイルス感染症とインフルエ
ンザ両方の診療・検査を行うことができる医療機関です。埼玉県が医療機関を指
定しホームページで公表しています。ホームページが見られない人は【埼玉県受診
・相談センター】☎048-762-8026　　FAX048-816-5801へご連絡ください。
問合せ●秩父郡市医師会☎22-0570
　　　　秩父保健所☎22-3824
　　　　保健福祉センター・保健課☎75-0135

9:00～13:00
14:00～18:00
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　がん検診はお済みですか？
　町では、特定年齢の人へ無料券・検査キットの配付を行っています。無料
がん検診は有効期限があります。期限が過ぎると無料で受けることができな
くなります。早めに受診しましょう。

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。

無料がん検診有効期限のお知らせ特  集

高齢者（65歳以上）
インフルエンザ予防接種はお済みですか？

認知症相談会

補助対象期限●1月31日（火）まで
対象者●①町に住所のある65歳以上の人
②60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能低下により自己
身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不
全ウィルスの免疫機能低下により日常生活がほとんど不可能な程度の障害
を有する人
費用●1200円　　
申込●接種を受ける医療機関に直接予約をしてください

郷土料理ボランティア募集
　現在6人で活動しています。今年度は米粉まんじゅう、しゃくしな料
理、えびしのレシピを考え、おやこ郷土料理教室で教えています。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4回勉強会》※勉強会は年6回を計画しています。
日時●1月30日(月)10:00～12:30
場所●両神ふるさと総合会館3階･調理実習室
内容●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、エプロン、三角巾
申込●前日までにお申し込みください。

おやこ郷土料理教室
　ぼたもちをつくります。あんこやもち米をたくさん丸めて楽しく作り
ませんか？
日時●2月4日(土)10:00～12:30
場所●両神ふるさと総合会館3階･調理実習室
対象●親子(お子さんは5歳以上)　　定員●10人（申込順）
内容●三色おはぎ（あんこ、きなこ、黒ごま）
費用●1人200円（材料代）（例：親1人と子1人の場合は400円）
持ち物●エプロン、三角巾、タオル、マスク、飲み物、袋又はタッパー
（持ち帰り用）
申込●1月17日(火)～2月3日(金)までに両神公民館(☎79-1311)
又は保健課へお申し込みください。

　認知症の症状や対応について、専門家による相談会です。
日時●2月8日(水)13:30～16:00
場所●保健福祉センター･相談室
相談員●認知症疾患医療センターつむぎ診療所
公認心理師　長島恵利子氏
地域リハビリテーション・ケアセンター（ビッラ･ベッキア）
作業療法士　黒澤奈保美氏
申込●予約制のため地域包括支援センター(☎75-0135)へお申し込みく
ださい。
※予約枠が埋まり次第終了します。

新型コロナ「オミクロン株対応２価ワクチン」
接種のお知らせ

　重症化予防、感染予防、発症予防を目的に、新型コロナワクチン1､2
回目の接種を済ませた12歳以上の人を対象に、「オミクロン株対応2
価ワクチン」の接種を実施しています。
　1､2回目接種を完了した、もしくは前回の接種日から３カ月以上経
過している人は、接種できます。感染リスクの高い高齢者はもとより、
若い人も接種をご検討ください。
　なお、転入された場合、接種対象の人は新しい接種券を発行します
ので、保健課までお申し出ください。

3月31日（金）までの接種対象者●①②のどちらかに該当し、過去
に1度も接種したことがない人
①4月1日までに65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100
歳になる人
②60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能低下に
より自己身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する
人及びヒト免疫不全ウィルスの免疫機能低下により日常生活がほ
とんど不可能な程度の障害を有する人

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）

献血
日時●1月24日（火）10:00～12:00､13:15～15:30
場所●小鹿野文化センター
※献血カードをお持ちの人はご持参ください。
【お願い】
　400mL採血の基準を満たしている人は、ぜひ400mL献血のご協力
をお願いします。200mL献血については、必要量が集まり次第終了す
る場合がありますので、ご了承ください。

高齢者肺炎球菌（23価）定期予防接種はお済みですか？

昭和56年4月2日～昭和57年4月1日
昭和51年4月2日～昭和52年4月1日
昭和46年4月2日～昭和47年4月1日
昭和41年4月2日～昭和42年4月1日
昭和36年4月2日～昭和37年4月1日

平成13年4月2日～平成14年4月1日
平成8年4月2日～平成9年4月1日
平成3年4月2日～平成4年4月1日
昭和61年4月2日～昭和62年4月1日
昭和56年4月2日～昭和57年4月1日

※無料券（子宮頸がん・乳がん）検査キット（大腸がん）は5月に郵送しています。紛失された人は再発行できます。

無料がん検診有効期限

２月28日　まで火

乳がん・大腸がん無料対象者子宮頸がん無料対象者

詳しくは
コチラ▶

第５期いきいき小鹿野健康２１計画(案)および
第２期小鹿野町いのち支える自殺対策計画(案)に
対するご意見を募集します

接種期限は3月31日（金）まで

新井
こじかクラブ
(小鹿野13区)

今月の

こじか
クラブ

私たち

頑張って

います！

　私たちのクラブは5人のリーダーで構成されています。皆さん
からの、ひとことを紹介します。
・挨拶に始まり、体操の合間には地区の情報交換も含め、家族以
外の人と会話を楽しむ貴重な時間・場になっています。
・ちょっと足が痛むときもありますが、継続は力なりと頑張って
います。
・筋トレだと思い講習会に参加しましたが、リーダー養成講座で
した。講習を続けていると大勢の人に体操を広めたいと思うよ
うになりました。
・リーダーとして活躍している方から、地域のために協力して欲
しいと誘われて頑張っています。
・自分の体力維持や参加者とのコミュニケーションがとれる場
所です。町民の皆様も是非、体操に参加してください。
　皆で力を合わ
せ頑張っていま
す。(丸山シズエ、
田隝栄子、強矢
章子、丸山陽生、
強矢福司)

費用●1500円
申込●【①のうち70歳以上及び②に該当する人】事前に保健課へ
の申し込みが必要です。
【①のうち65歳の人】申し込みは不要です。（令和4年4月に郵送し
た予診票で接種できます。）
その他●町では、70歳以上の任意接種制度もあります。詳細は保
健課へお問い合わせください。

　町では、健康増進計画および自殺対策計画の策定を進めていま
す。計画をよりよいものにするために、町民の皆さんからのご意見
を募集しています。
意見の募集期限●1月27日(金)まで
策定概要
・第4期いきいき小鹿野健康21計画(小鹿野町食育推進計画)の終
了に伴う第5期の計画策定
・小鹿野町いのち支える自殺対策計画の終了に伴う第2期の計画
策定
提出方法●所定の意見記入用紙に、氏名(法人・団体などの場合は
名称、代表者の氏名)・住所・年齢・電話番号・意見を記入し、郵送・
持参・FAX・メールをするか、町ホームページ内の「お問い合わせ」
フォームから送信してください。なお、送信する際の件名は「第5期
いきいき小鹿野健康21計画(案)に対する意見」「第2期小鹿野町

いのち支える自殺対策計画(案)に対する意見」としてください。
計画案の公表●町ホームページ、両神庁舎町政情報コーナー、町
立図書館(両神ふるさと総合会館)、小鹿野文化センター、保健福
祉センター窓口での閲覧
その他
・ご意見は日本語に限ります。
・電話など口頭によるご意見の受け付けや、ご意見に対する個別の
回答は行いません。
・いただいたご意見は、計画策定の参考とさせていただき、ご意見
の概要や町の考え方は、町ホームページ等により公表します。な
お、公表内容からは個人情報を除きます。
・ご意見等をまとめるため、必要に応じて抜粋や要約を行うことが
あります。
応募＆問合せ●保健課☎75-0135　FAX75-4710
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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●1月16日(月)13:00～15:00
相談委員●猪野龍男さん
　　　　　岩嵜愛美さん
場所●小鹿野文化センター

■みんなの人権110番　 ☎0570-003-110
■女性の人権ホットライン　☎0570-070-810
■子どもの人権110番　　☎0120-007-110
※電話は、最寄りの法務局・地方法務局につ
ながります。

行政相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

　小鹿野町へのUIJターンを希望する皆さんを
サポートします。
平日の移住相談窓口
日時●月～金曜日8:30～17:15
　　　（祝日・年末年始を除く)
相談員●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●1月23日(月)13:00～16:00
相談員●公認心理師
場所●保健福祉センター
こころの悩み何でも相談
日時●1月16日(月)、31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●①1月10日(火)、24日(火)
                9:00～12:00
　　　②平日(月～金)9:00～17:00
相談員●地域包括支援センター職員
場所●保健福祉センター
②の場合、又は訪問を希望される場合は、事前
にご連絡ください。

認知症に関する相談
問合せ／保健福祉センター・保健課 ☎75-0135

ひきこもり専門相談
相談員／公認心理師
日時●1月10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●1月18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●1月17日(火)13:00～15:00
相談員●加藤純二さん(弁護士)
場所●小鹿野文化センター
※事前の予約は不要です。

法律相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

日時●1月11日(水)18:00～20:00
相談員●近藤須美子さん
　　　　北　ヱイ子さん
　　　　守屋恒男さん
場所●小鹿野文化センター
※電話相談もご利用ください。

結婚相談
問合せ／中央公民館 ☎75-0063

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●2月15日(水)13:00～15:00
相談員●埼玉司法書士会
　　　　秩父支部会員
場所●小鹿野文化センター
※事前の予約は不要です。

登記・法律相談
問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

　「自分の悩みは人権侵害かも？」と思ったら、
一人で悩まず、気軽にご相談ください。
隔月(偶数月)実施
日時●2月15日(水)10:00～12:00
相談員●渡部幸夫さん
　　　　新井保子さん
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。

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

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
え合う会です。
日時●1月31日(火)10:00～11:00
場所●けんこう交流館（旧児童館）　　対象●認知症の人を介護する家族
申込●初めて参加を希望する人は、保健課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。

『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●1月20日(金）10：00～11:00　　
場所●けんこう交流館（旧児童館）
対象●精神疾患で治療中の人、人前に出るのが苦手と感じている人等
内容●お話し会・軽い運動など　　
申込●1月18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

 (1月)栄養教育
 (2月)調理実習

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●1月17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

1月・2月の予約が必要な教室
※今月の予約は12月分です

■いきいき館(運動器具)利用のための初回講習会
　安全に自分に合った運動をするための講習会です。必ず予約をお願いします。予約が
ない人は初回講習会を受講できません。
対象●20歳以上の町民で初めていきいき館を利用する人
内容●いきいき館の利用方法（運動器具の使い方）
・エアロバイク（自転車こぎ）の使用方法
・筋力トレーニング機器の使用方法
その他、運動機器をご案内します。
持ち物●運動靴、運動のできる服装、タオル、飲み物、マスク
※講習会は90分以内で、個別に開催します。
※書類の記入がありますので、講習会の開始10分前には来館してください。　
※疾患のある人は事前に主治医に相談後、お申し込みください。

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●1月10日(火)13:30～14:30　　
場所●長寿ハウス
申込●初めて参加を希望する人は、保健課へご連絡ください。
※飲食を提供しないので、水分補給のため各自飲み物をご持参ください。

2/27(月)

2/15(水)

2/3(金)
※新規のみ
10:00～11:00
2/10(金)
24(金)

2/17（金）

①2/1(水)
15(水)
②2/1(水)
15(水)
③2/8(水)
22(水)
④2/2(木)
16(木)
⑤2/9(木)
21(火)
2/21(火)
24(金)

1/23(月)

1/18(水)

1/6(金)
※新規のみ
10:00～11:00
1/13(金)
27(金)

1/20（金）

①1/4(水)
18(水)
②1/4(水)
18(水)
③1/11(水)
25(水)
④1/5(木)
19(木)
⑤1/12(木)
26(木)
1/24(火)
26(木)
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　離乳食の時期は個人差があるので、子どもの様子を見ながら
作ります。
　うす味で素材の味、おいしい野菜を厳選しています。食器は、
重さのある陶器の食器を使用しています。

　去る、８月３０日に逝去された小鹿野の本間修一さんに従六位が贈られました。
　本間さんは、昭和３８年４月から第一線の医療に取り組み、昼夜を問わない外
来や往診、患者の応需等地域医療に献身従事し、この間、町の各種健診や予防接
種、さらに学校医として児童・生徒の保健衛生の向上にご尽力いただきました。
　また、秩父郡市医師会副会長をはじめとする各種役員を歴任し、患者へよりよ
い医療を提供するため病院と診療所の連携に積極的に取り組んでいただくなど、
医療活動のみならず多大な貢献をされました。

　毎年、年長になると独楽を作ります。独楽職人の伊藤誠一さん
を園に招き、目の前でろくろを回し作ります。
　子どもたちは、自分の独楽に自分で色付けをします。世界に一
つしかない自分の独楽です。

ひまわり保育園だより

従六位　受章　故　本間修一さん
　 11月15日に埼
玉県知事公館で行
われた令和4年度
彩の国森林・林業
表彰式において、
河原沢の福島弘文
さんが令和4年度
「彩の国森林・林業
表彰」を受賞され
ました。

　福島さんは、所有山林を中心に植林から初期保育間伐、再造
林まで、長年にわたり森林整備並びに林業の振興に貢献された
功績が認められ、今回の受賞となりました。

　11月11日～13日に八木橋百貨店（熊谷市）で開催され
た【第39回さいたま花の祭典】の品評会において両神花
卉生産組合　組合長の根岸正一さん（両神薄）が出展し
た「ヤブサンザシ」が高く評価され、【農林水産大臣賞・埼
玉県知事賞・八木橋社長賞】のトリプル受賞となりました。

受賞おめでとうございます

離乳食について(0歳児ひよこ組)
独楽作り(5歳児太陽組)

一緒に遊びませんか？給食を食べる場合は前日までに連絡ください。　問合せ●小鹿野ひまわり保育園☎75-3354
※この取り組みは令和4年9月1日、2日いきがい・助け
合いサミット㏌東京（さわやか福祉財団主催・新高輪
プリンスホテル）のポスター展（全国153団体が出展）
で全国に発信されました。小鹿野町の取り組みはポス
ター番号81です。

地域に500本のモミジ苗を植え付けました

　倉尾7、8区住民で構成する「上郷花の会(浅香秀明会
長）」は10月30日(日)地域住民23名と大学生11名(明治大
学生7名、立教大学生4名)の応援を受け、イロハモミジの苗
木約500本の植樹を行いました。この苗木はすべて、加藤佳
英（もみじい）さん（両神在住）より寄贈いただいたもので
す。当日は午前8時に集合し、加藤さんから植え付けと管理
について指導を受けながら、地区内道路沿いを中心に、皆
で協力し、ほぼ午前中のうちに植え付けを完了。終了後は、
住民が作ったおにぎりを食べながら大学生との交流で盛り
上がりました。
　倉尾7、8区は、小鹿野町でも高齢化率の高い地域です。
耕作放棄地の増加とともに地面も竹やツルに覆われ、景観
も悪化していきます。このままでは、個人も地域もどんどん
衰弱し、住民の心さえも暗くなるばかりです。
　そんな中、花咲く美しい地域にすることがみんなの願い
となったのは、昨年4月地区の集まりで、NHKドキュメンタ
リー番組「秩父山中花のあとさき最終章」をビデオ鑑賞し話
し合ったことがきっかけでした。小林ムツさん（吉田太田部）
の取組に感銘し、「花咲く美しい里山を後世に残すには今し
かない」ということで意見がまとまり、区長と相談し、翌月に
は、全世帯を会員にした「上郷花の会」が発足しました。同
年中に、植え付け場所の地拵え（雑木の伐採や片付け）を行
い、今年3月に桜、ツツジ、アジサイ、モミジなど約500本植
樹を行いました。
　地域課題とこうして向き合う素地が、私たちの地区に
元々あったわけではありません。高齢化により地域活動が
維持できず、繋がりも希薄になっている現状に気づき、「何
もせず成り行き任せで放置しておいていいのか？何かでき
ることはないか？」との危機意識から、7年前に立ち上げた
「上郷健交クラブ」が転機となりました。健康増進の「健」と

交流の「交」から名付けたこの活動は、全国で参考になるモ
デルもないなか、住民で話し合いを重ね、試行錯誤を続け
ています。住んで楽しい、支え合い助け合える地域にするこ
とが、私たちの大きな目標です。
　住民数の減少、空き家の増加等高齢化の大きな流れを変
えることはできませんが、住民が集い協力することで“ここ
で生活できてよかった・幸せな人生だった”そう思える地域
にすることはできると思っています。

上郷花
の会

後期(～1歳前後)
●ごはん
●出汁煮の野菜スティック
●スープ(煮野菜のスープに野菜を加える)
●おひたし(小松菜の葉、人参のきざみ)
●たんぱく質(1歳過ぎから豆腐も大丈夫)
●かぼちゃのそぼろあんかけ

中期(～9か月)
●やわらかいごはん
●出汁煮の野菜スティック
●スープ
 (煮野菜のスープ
 に野菜を加える)　
●おひたし
 (小松菜の葉、
 人参のきざみ)
●たんぱく質(白身魚)

初期(5か月～7か月)
●出汁煮の野菜スティック
●出汁煮の野菜スープ

彩の国森林・林業表彰　福島弘文さん

第39回さいたま花の祭典　受賞作品　根岸正一さん
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おがのフォトニュース

第46回町民三道大会剣道の部　11/6
優勝
小学校低学年の部　加藤颯真
小学校高学年の部　中川弘理
中学校男子の部　　清水捷翔
高校･一般男子の部  清水義彦

第46回町民卓球大会　11/6
優勝
【一般男子】
団体の部　小鹿野Aチーム
（出浦良則･今井信之･若林利樹）
個人の部　若林利樹
【一般女子】
団体の部　鹿卓クイーン
（犬木恵子･足立裕子･新井一江）
個人の部　赤岩美津子
【中学生の部】
団体の部　鹿中キュアプリート
（黒沢夢叶･高橋由奈･坂本瑠愛）
中学2年生の部　及川星
中学2年生以下の部　新井麻梨愛
【ミックスダブルス】
高野祥充･若林葵

　明治安田生命保険相互会社に町から表彰状を贈呈しました。
　明治安田生命保険相互会社より『私の地元応援募金』として、
町政、町民の皆さんへ役立ててほしいと、501,500円を寄附して
いただきました。
　いただいた寄附金
は、乳幼児健診で使
用する機材、けんこ
う交流館の備品購
入に使わせていただ
きます。

小鹿野町国際交流協会ワンナイトステイ
10/29､30
　海外で日本語教師をしているバングラデシュ出身
とコロンビア出身の2人が来町。
　1泊2日のホームステイの中で、日本の生活や文化
を体験していただきました。

■小鹿野町長賞
小鹿野中学校2年　黒沢萌圭さん

『税金で　自分もつくれる　明るい未来』

■小鹿野町教育長賞
小鹿野中学校3年　松井 楓さん

『税金は　日本を守る　警察官』
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飯田
石田貴光さん・智恵子さん
幸久（ゆきひさ）くん

我が家の

天使天使

下小鹿野
内田英伸さん・恵利さん
琥翔（くうと）くん
瑛翔（えいと）くん　兄

※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
《11月中の同意書届出・敬称略》

11月

10月

11月

6日
8日

10日

両神薄
両神小森
両神薄

黒澤 明男（89)
磯田 嘉彦（85）
松尾 キン（100）

11日
12日
12日

下小鹿野
飯田
飯田

鷹啄 ユキ（96)
戸田 忠義（79）
松本　弘（82）

13日
14日
16日

下小鹿野
下小鹿野
下小鹿野

黒澤 健吾（80)
多比良ハルヨ（94）
髙橋のぶ代（77）

18日
20日
22日

小鹿野
般若
両神薄

田村 キヨ（101)
宮澤 幸子（96）
坂本 光子（74）

10月
29日
30日

三山
下小鹿野

強矢サダ子（90)
八木 武男（78）

ご出産
おめでとうございます

《11月中の同意書届出 (　)は保護者・敬称略》

28日 長留黒沢　絃太（翔平）
げんた

1日 三山黒沢　百花（一成）
も　な

15日 両神薄坂本　日菜（俊樹）
ひなの

祝悼

町から表彰状を贈りました 令和4年度秩父税務署管内国税モニター会主催

税に関する中学生の標語受賞作品
(小鹿野町受賞者)
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簡単な手話を覚えましょう簡単な手話を覚えましょう

次に、左手こぶしの親指側
に右手の人差し指を下ろ
して当てます。
この表現には「年」という
意味もあります。

手のひらを上にして軽く
握った両手を前に出しな
がら開きます。
この表現には「新しい」と
いう意味もあります。

【書き初め】
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/kkzm.php#v
【新年】
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/snnn.php#v

　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）

新年書き初め

第51回

左手手のひらを下向きに
置き、右手２指で筆で書く
しぐさをします。
この表現には「書道」とい
う意味もあります。

書き初め 新年

我が家の
小悪魔♪

優しいお
兄ちゃん

だぁ～い
好きです

!

3番目の男の子!
たのしいリズムで

シャンシャンシャン♪

黒
澤 

喜
久
江

山
中
　
秀
子
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●ウマとのふれあいコーナー
日時　1月8日(日)10：00～15：00
場所　みどりの村　特設会場（子供の広場）
費用　乗馬体験1人500円
※申込不要
●みどりの村冬の山歩き（ずばり野鳥観察で
すツアー）
日時　1月29日(日)10：00～13：00
場所　みどりの村園内
費用　無料　　定員　10人(抽選)
締切　1月13日(金)必着
●プリザーブドフラワー・リボンフラワー教室
日時　2月19日(日)13：00～15：00
場所　みどりの村　若者センター
費用　2,500円　　定員　10人(抽選)
締切　2月3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

みどりの村イベント

　全国の自殺の現状は、大きな社会問題に
なっており、新型コロナウイルス感染症の影
響から、心身の不調や自殺のリスクが高まる
傾向にあります。
　心身の疲れを癒し、健康を保つためには睡
眠が大切です。
　テレビやラジオ等でも幅広く活躍される精
神科医の名越康文氏に、質の良い睡眠を取
るための生活習慣についてお話しいただきま
す。ぜひ、ご視聴ください。
視聴期間　1月20日（金）9:00～3月31日
（金）23:59
視聴方法　秩父市ホームページ「秩父地域
自殺予防フォーラム」のお知らせからアクセ
スし、視聴できます。
内容　ストレス時代のセルフケア～よい睡眠
でこころと体を整える～
講師　名越 康文先生（精神科医）
問合　保健福祉センター･保健課☎75-0135

秩父地域自殺予防フォーラム開催

　令和４年度埼玉県LGBTQ県民講座～いま、
あなたにできること～をオンラインで開催し
ます。
　「LGBTQ」と呼ばれる性的マイノリティにつ
いて、基礎知識やLGBTQ当事者のライフヒス
トリーも交えながらわかりやすく説明します。
視聴期間　3月15日(水)まで
視聴方法　インターネットでの一般公開
(Youtube)
※事前申込不要
講師　星 賢人氏
(株式会社JobRainbow代表取締役CEO)
URL
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0303
/lgbt-pamphlet.html#kenminkouza
費用　無料
問合　株式会社フレッシュタウン(委託)
☎03-3252-2527
埼玉県人権・男女共同参画課
☎048-830-2255

LGBTQ県民講座

　ひとりひとりを大切にした３つの学校が
登場!希望あふれる「みらい教育ドキュメン
タリー」文部科学省選定映画。上映後トーク
イベントあり。主催 秩父子育て応援団
日時　1月22日(日)13:30～(開場13:00)
※90分間の上映後、トークイベント
場所　横瀬町町民会館
費用　無料
定員　250人
問合　☎090-4180-3893（向井）

秩父子育て応援団からのお知らせ

花の森こども園からのお知らせ

●ベビーマッサージ講座
日時　①2月14日(火)
②1月17日(火)、2月21日(火)
全日10:30～13:30
場所　花の森こども園
対象　①生後2か月～6か月児のお子さん
　　　　と保護者
　　　②生後7か月～12か月児のお子さん
　　　　と保護者
費用　1,500円（自園給食の昼食･飲み物付

自衛官募集

●陸・海・空自衛官候補生（任期制自衛官）
受付期間　年間を通じて受け付け中
応募資格　18歳以上32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）
※試験期日等の詳細は下記連絡先にお問い
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

国民宿舎両神荘スタッフ募集

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）
6:00～14:00、13:00～21:00、15:00～
21:00で希望により勤務の調整をします。
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、13:00～21:00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～1,100円
手当　7:00～9:00、19:00～21:00は早出
遅出手当 １時間250円、通勤手当他当社規
定による
募集人数　各職種1～2人
申込＆問合　履歴書に顔写真を貼付のうえ、

ちちぶ雇用活性化協議会からの
お知らせ

ちちぶ出会いサポートセンター
からのお知らせ

※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。

イベントイベント

案内案内

秩父農工科学高等学校演劇部
第43回自主公演『SPIRIT』

　1年間の集大成であり、3年生にとっては高
校生活の締めくくりとなる公演です。今年で
43回を数え、これほど長く自主公演を継続し
ている演劇部は、全国でも他に例がありませ
ん。どうぞお楽しみください。
日時　1月29日(日)
【昼の部】11:00～(開場10:30～)
【夜の部】16:30～(開場16:00～)
場所　秩父宮記念市民会館
演目　パラレル(コイケユタカ／作)、群白残
党伝(コイケユタカ／作)
入場料　前売り及び電話予約500円、当日
700円
問合　秩父農工科学高等学校演劇部
☎22-3017
※夜間の場合☎24-0889(小池まで)

預けて安心！法務局における
自筆証書遺言書保管制度

　自筆証書遺言書を作成した本人が法務局
に遺言書の保管を申請することができる制度
です。保管制度を利用すると、遺言書の紛失、
隠匿及び改ざん等を防止することができます。
問合　さいたま地方法務局秩父支局
☎22-0827

事業主の皆さんへ　
労働保険のお知らせ

　労働保険料(労災保険・雇用保険)の第3
期分の納期限は1月31日(火)です。
　納付書は、納期限の10日前頃に該当事業
所へ郵送します。また、保険料納付は、口座
振替が便利です。申込手続きについては、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

　ちちぶ出会いサポートセンタージュノー
ルは、5周年を迎えます。そこで、感謝の気持
ちを込めて3カ月無料お試しキャンペーンを
行います。
　スマートフォンでマッチングできるシステ
ムを導入し、AIによる定期的なお相手紹介
もあります。
期間　1月15日(日）～3月15日(水)
対象　新たな出会いを求めている20歳以上
の独身男女
※開設からのお見合い数は145組を超え、すでに
17組がカップルになっています。
※プライバシーにも配慮し、最初のお見合いは、
センターで行いますので、女性も安心して登録で
きます。
申込＆問合　NPO法人ちちぶ出会いサ
ポートセンタージュノール
☎26-7518（火曜定休）

みんな の 広 場 情報版　広報 おがの

おがのフォトニュース

募集募集

小中学校合同芸術鑑賞教室
（小鹿野文化センター）　11/15

第46回小鹿野町バドミントン大会　
11/20
優勝
一部　高沢勇馬･髙橋快斗ペア
二部　楠一郎･豊田真子ペア

情報版情報版 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

日時　2月9日(木)
午前の部10：00～12：00【シニア限定】
午後の部14：00～16：00
場所　秩父宮記念市民会館・けやきフォーラム
対象　一般求職者、令和5年3月大学・短大・
専門学校等卒業予定者（既卒3年以内含む）

両神荘へ郵送また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

小鹿野町国際交流協会講演会　11/6
　一般財団法人言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
研究員の井内わかさんに、どのように外国語を楽しみな
がら身につけることができるか40年に及ぶ実践と研究を
基にお話ししていただきました。

費用　無料
申込＆問合　参加企業は協議会
ホームページからご覧いただけます。
ちちぶ雇用活性化協議会☎26-7691

き、オイル代込み）
定員　4組
持ち物　バスタオル・赤ちゃんの飲み物
（ミルクなど）
問合＆申込　認定NPO法人 森のECHICA
花の森こども園☎26-6828
(平日10:00～16:00)
※事前にお申し込みください。
●はらいっぱい食堂
日時　1月13日(金)、27日(金)、2月3日
(金)、10日(金)、24日(金)、3月3日(金)、10
日(金)、24日(金)全日17:00～19:00
場所　多世代交流カフェゆいっこ(秩父市
下吉田3809)
内容　多世代交流型こども食堂、子ども服
リユース。どなたでも大歓迎。
費用　大人500円～(ドネーション制)、こど
も無料
問合　ゆいっこ☎26-6827（平日10:00～
16:00）ボランティアスタッフ募集中
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