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子ども懇談 会を開 催しました！

8/6（火）
、エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧農産物直売所）において
「子ども懇談会」を開催しました。

この懇談会は、未来を担う小学生との意見交換を行うことで、子どもたちの率直な意見を町政に反映さ
せるために毎年開催されています。

スペース
「エリア898」を見学した後、
より良いまちづくりについて、発表しました。

今年の参加者は、横瀬小学校の代表12人（6年生）で、水質管理センターやオープン＆フレンドリー

町長

６年生の皆さんが何を

考 えて︑何 を 町に期 待 し ている
の か と て も 楽 し み にし ていま
し た︒こ れか ら もいろいろ な 意

皆さんの目線で見た町

見を聞かせてください︒

議長

〜子どもたちから
こんな意見が出ました〜
学校のこと

伯井

新川

大地

杏

真弥

奈那

浅見

拓海

悠斗
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給食がおいしい

など

馬場

笠原

瑛太

凛

︵敬称略︶

森村 心温

森尻

大美賀陽菜

新井

強矢真那斗

江川咲己哉

加藤

参加児童

みんな仲がいい
遊具がたくさんある
ウサギの小屋を新しくしてほしい
●

サッカーゴールのネットに穴があいている
●

町のこと
町民体育祭がある
●

よこぜ祭りがある
●

自然が豊かで災害が少ない
●

街並みがきれいで静か
●

歩道を広くしてほしい
●

●

あいさつをする

●

ルールやマナーを守る

●

自然を大切にする

●

ボランティアや地域の行事に協力する

町をよくするためにできること

エリア898
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横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

の問題や課題がわかりとても

横瀬町水質管理センター

●

エリア898

●

横瀬町水質管理センター

参考になりました︒ありがとう

■

●

■

ございました︒

施設見学

横瀬町プレミアム付商品券について
消費税率の10％への引上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えする
ことを目的として、
プレミアム付商品券発行事業を行います。
購入可能な対象者が限られていますので、十分ご注意ください。
［対象者］
◆2019年度住民税非課税者（ただし、住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護者を除く）
◆学齢三歳児未満子育て世帯主（2016年4月2日から2019年9月30日までに生まれた子の属する世帯主）
［販売単位］ 1セット4,000円（1,000円券５枚綴り）※1,000円分お得になります。
［購入限度額］
◆2019年度住民税非課税者

1人あたり5セット

◆学齢三歳児未満子育て世帯主

対象児童1人あたり5セット×対象児童数分

［各種期間］ 購入引換券交付申請期間

2019年9月上旬から11月29日まで

［購入引換券発送期間］ 2019年9月末ごろから順次
［商品券販売期間］ 2019年10月1日から2020年2月28日
［商品券使用期間］ 2019年10月1日から2020年2月29日
〜申請から購入までの流れ〜
◆2019年度住民税非課税者
１．2019年度住民税非課税者の対象の可能性がある方に、購入引換券交付申請書を郵送 します。
２．提出していただいた申請書を元に審査を行い、審査の結果対象者となる場合には、購入引換券を郵送します。
３．購入引換券と現金をご用意いただき、指定の商品券購入窓口で商品券を購入します。
町内のプレミアム付商品券取扱店で商品券を使用できます。
◆学齢三歳未満児子育て世帯主
１．対象者には購入引換券を郵送します。
２．購入引換券と現金をご用意いただき、指定の商品券購入窓口で商品券を購入します。
３．町内のプレミアム付商品券取扱店で商品券を使用できます。
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

その他詳細は決定次第お知らせいたします。

第３６回横瀬町民体育祭開催！
スポーツの秋です！楽しい種目が盛りだくさんですので、皆さまふるってご参加ください！
期日 10/6（日）※予備日はありません。
その他

場所

横瀬町町民グラウンド

開会式

9：00～

車は、町民会館駐車場もしくは横瀬小学校第2グラウンドに駐車してください。
ご迷惑をお掛けします

が、
ご協力をお願いします。

問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

「人権尊重社会をめざす県民運動」事業
日時 10/18(金)

第20回秩父郡市人権フェスティバル

開場 正午、開演 13：00（閉演 16：00予定）

会場

横瀬町町民会館

内容

横瀬町立横瀬保育所による太鼓演奏、中学生人権作文発表

入場料

無料

講演会「差別の無い世の中作り」 講師

三遊亭多歌 氏（落語家）

人権標語の展示、手作りパンなどの販売ほか
主催

秩父郡市人権教育・啓発推進連絡会議

後援

秩父郡市内市町村・教育委員会

～「部落差別の解消の推進に関する法律」～
平成28年12月16日施行のこの法律は、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とし
ています。部落差別等の同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111
広報よこぜ
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健康づくり課事業のお知らせ
こころの健康相談（★）

日時 9/10（火）10:00～12:00
内容 心の健康に関して臨床心理士による相談を行います。
（要予約）

オレンジカフェ（★）

日時 9/10（火）13:30～15:00
内容 認知症の人やその家族、その他地域の方どなたでも、情報交換や息抜きが
できる場です。

言語リハビリ教室（★）

日時 9/11（水）10:00～12:00
内容 失語症の方を対象に、言語聴覚士による集団リハビリを行います。

ウォーキング教室

日時 9/18（水）10:00～12:00
場所 活性化センター
内容 室内にて、
ウォーキングフォーム等の指導を行います。

ソーシャルクラブ（★）

日時 9/30（月）13:30～15:30
内容 心の病気を持つ方たちの社会復帰のためのグループ活動を行います。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

☆印のついている事業は、総合福祉センターで実施します。

クアオルト健康ウオーキング事業について
横瀬町は、昨年度「太陽生命クアオルト健康ウオーキングアワード2018」
（主催：
（株）
日本クアオルト研究所

特別協

賛：太陽生命保険（株）
）にて、岐阜県岐阜市、三重県志摩市と並び、優秀賞を受賞しました。
このアワードは、
クアオルト健康ウオーキング（※）の導入を目指す自治体を全国から公募し、受賞した自治体に対し、新
しいウオーキングコースの整備・専門ガイドの育成費用等の支援が行われるものです。
つきましては、町では「日本一歩きたくなる町」を目指した取り組みの一環として、
この「クアオルト健康ウオーキング」
の推進にあたり、
クアオルト健康ウオーキングコースの専門ガイドの希望者を募集します。
クアの道（予定）

※クアオルト健康ウオーキングとは

花咲山公園コース／根古屋城址コース

●

募集する専門ガイド

●

“クアオルト”はドイツ語で「健康保養地」の意味

クアオルト健康ウオーキングは、
ドイツの運動療

法である
「気候性地形療法®」を用いたウオーキン

●実践指導者（有償ガイド）
参加者の血圧や心拍などを計測しながら、個々の体力に合わせた運動強度で
歩くよう指導するなど、実践指導を行うガイドです。
内容

グで、心拍数と体表面温度を管理することで、無
理なく高い運動効果を得ることができる。

講義、実地講習のほか、
「上級救命救急講習（8時間）」の受講が必要です。

※受講完了後、
「修了証」が交付され、(株)日本クアオルト研究所公認の「専門ガイド」
として認定されます。
申込方法・期限

住所、氏名、性別、生年月日、電話番号を記入のうえ、9/20（金）
までに、
ファクスまたは電子メールで申し

込みください。
（電話可）
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

FAX23-9349

Eメール shinkou@town.yokoze.saitama.jp

９月１０日 〜１６日 自殺予防週間

守ろう、大切な命̶

̶

自殺対策を推進するためには、
自殺に対する誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが大切です。
自殺は個人の問題ではなく、誰にでも起こりうる問題です。心身の疾患など健康問題や、多重債務など経済的な問
題、過重な労働環境による過労の問題、学校でのいじめ、インターネットのサイトによる集団での自殺、子育てや介護
の困難を抱えた心中など、
自ら死を選ぶに至る要因は多岐にわたっています。様々な要因が重なる中で、気持ちが沈
み、孤立感や焦燥感がつのり、誰にも相談できないまま自殺へと追い込まれてしまいます。
一人でも多く自殺から救うためには、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して
「孤立・孤独」を防ぎ、支援すること
が重要です。身近な人の変化に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守りましょう。それぞれの立
場でできることから行動を起こしましょう。
健康づくり課では、心と身体の健康について相談をお受けしています。
ご連絡をお待ちしています。
問 健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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年金生活者支援給付金請求手続きのご案内
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を
支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8％から10％に引き上げとなる令和元年10月1日から施行され、初回の支払い
（10月分・11月分）は12月中旬となります。

老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金の概要

①65歳以上で、老齢基礎年金を受けている

■支給要件

②請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下である
5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額となります。

■給付額

①保険料納付済期間に基づく額（月額）＝5,000円×保険料納付済期間／480月
②保険料免除期間に基づく額（月額）＝10,834円×保険料免除期間／480月

障害年金生活者支援給付金の概要

①障害基礎年金を受けている

■支給要件

②前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
①障害等級2級＝5,000円（月額）

■給付額

②障害等級1級＝6,250円（月額）

遺族年金生活者支援給付金の概要

①遺族基礎年金を受けている

■支給要件

②前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
■給付額

5,000円（月額）
ただし、２人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれ
ぞれにお支払いとなります。

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続き
を行っていただく必要があります。
平成31年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には令和元年9月ごろ
に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類を送付します。
問給付金専用ダイヤル

☎0570-05-4092／秩父年金事務所

☎27-6560

横瀬町国民健康保険被保険者証が更新になります
現在、横瀬町国民健康保険に加入されている方に交付している国民健康保険被保険者証（保険証）の有効期
限は、令和元年9月30日となっております。
10月1日からご利用いただく保険証を、皆さまのお手元に確実に届くように簡易書留郵便にて9月中旬から順
次郵送いたします。
郵送された保険証の記載内容をご確認いただき、誤りがある場合は、いきいき町民課へご連絡ください。
新しい保険証は10月1日からご利用できますので、医療機関等を受診する際に必ずご提示ください。
なお、有効期限の切れた保険証は、いきいき町民課にお返しいただくか、
ご自身で責任を持って処分してくだ
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115
さい。

第25回地域安全大会・第26回暴力排除推進大会
日時 10/12（土）
場所 皆野町文化会館
内容 【一部】14：00～ 表彰式
【二部】15：30～ 警察音楽隊によるアトラクション
入場料 無料（申込不要・途中入場可）
問秩父地区防犯協会（秩父警察署生活安全課内） ☎24-0110
広報よこぜ
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介護保険について
～介護保険のサービスを利用するにはどうしたらいいの？～
介護保険のサービスは、
「要支援」
または「要介護」の認定を受けなければ利用することができません。
次の①から⑥の手順により、介護認定の申請手続きをしてください。
①認定を受けるために申請をします。
申請の際は、あらかじめ送付してある
「介護保険被保険者証」
をご持参ください。
なお、介護保険の申請は本人以外に、次の方々が代行により申請できます。
家族・親族等

●

民生委員・介護相談員等

成年後見人

●

●

地域包括支援センター

●

居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設

●

②『認定調査』
を実施します。
町から認定調査員が対象者の状態等を確認するために訪問します。
③『主治医意見書』の記載を依頼します。
町から
「かかりつけの医師（医療機関）」へ意見書の作成を依頼します。
④『介護認定審査会』において、審査判定を行います。

「介護予防サービス」が利用できます。
町の地域包括支援センターと契約して、
「介
［要支援1・2］
護予防サービス計画」を作成してもらいます。

「認定調査」および「主治医意見書」の内容を審査します。 要支援認定の方
※認定結果は、申請日から１ヶ月程度必要です。
⑤『居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）』
と契約する。
認定結果により、契約方法が異なります。
⑥『介護サービス
（介護予防サービス）』
を利用できます。

「介護サービス」が利用できます。
要介護認定の方 民間の居宅介護支援事業所と契約して、介護
［要介護1〜5］ 支援専門員（ケアマネジャー）に「介護サービ
ス計画」を作成してもらいます。

ケアマネジャーが介護度およびご本人の状態やご家族の要望等により毎月作成する
「介護（予防）サービス計画」に基づき、サービス利用をします。
問・申請 健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

医療費の助成を受けられることをご存知ですか？
横瀬町では18歳までの子ども、障がいのある方、ひとり親家庭等に医療費の一部を助成しています。
■対象者（以下の制度に複数該当する場合は、重度心身障害者医療＞ひとり親家庭等医療＞こども医療の順で優
先的に登録・助成します。）
こども医療費

・年齢が18歳以下（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）の子どもを養育している方

ひとり親家庭等医療費 ・ひとり親家庭等の母子・父子、養育者家庭の子どもとその養育者
・所得制限があります。
重度心身障害者医療費 ・65歳未満で重度心身障がい者（※）となった方等
・所得制限があります。
共通事項

・原則、町内に住所を有する方

※身体障害者手帳1～3級所持者、療育手帳Ⓐ、
Ａ、Ｂ所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所
持者、65歳以上で後期高齢者医療広域連合の
障害認定を受けている方等

・健康保険に加入している方
上記要件に該当し、受給申請を行っていない方は担当課窓口までお問い合わせください。
■受給されている方
❖医療機関を受診するときは 当該受給資格証と健康保険証を医療機関窓口にご掲示ください。
原則、秩父郡市内の医療機関では現物給付となりますので、医療費の一部負担金の支払いはありません。
❖医療機関窓口で一部負担金を支払った場合は 領収書、印鑑、受給資格証、健康保険証を持参のうえ担当課窓口
までお越しください。後日、指定の口座に振り込みます。
❖高額な医療費を支払った場合は 健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、
その金額
を差し引いてからの助成となります。高額療養費や付加給付金については、
ご加入の健康保険組合等へお問い合
わせください。
❖住所や加入保険が変わったとき 変更の届出が必要になりますので、担当課窓口にお越しください。
問こども医療・ひとり親家庭等医療→子育て支援課
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

☎︎25-0110／重度心身障害者医療→健康づくり課
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☎︎25-0116

住民票の写し等の交付に係る
「本人通知制度」
について
町では、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人および第三者に交付したとき、事前登録をした方に交付し
たことを通知する
「本人通知制度」
を行っています。
この制度は、住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正取
得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により事実関係を究明するきっかけとなります。
●事前登録について
横瀬町に住所や本籍がある方で、登録を希望する方は、役場いきいき町民課で申請手続きをしてください。
必要なもの
・登録申請書（いきいき町民課窓口にあります）
・運転免許証、パスポートなど官公署発行の本人確認ができる書類
（お持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、介護保険証など2点）
・代理人の方は委任状
●登録の更新について
一度登録していただければ更新の必要はありません。ただし、事前登録者の死亡や、住民票が消除されたと
き、
または、登録した住所や本籍が変更になったまま変更の手続きがされない場合は、登録が廃止になりますの
でご了承ください。
●住所や本籍に変更があったとき
転居届・転出届・婚姻届・離婚届など、住所や本籍に変更があったときは、変更手続きをしていただくことで、事
前登録は継続されます。
●通知する内容
第三者から住民票の写し
（本籍の表示が記載されたもの）や戸籍謄本等の請求があった時は、本人宛てに、交
付した年月日、交付した証明書の種類・枚数、交付請求者の種別を通知します。
問・申請先 いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

「全国家計構造調査」
にご協力ください
総務省統計局は本年10月から11月までの2か月間、全国家計構造調査を実施します。
この調査は、皆さまに
日々の収入や支出などをご回答いただき、国民生活の実態を明らかにするものです。調査結果は、社会保障や
福祉政策の検討など、国民生活に身近なさまざまな政策などに役立てられます。なお、調査票にご記入いただい
た内容は、統計作成の目的以外に使用することは絶対にありません。
一人ひとりの回答が、
日本のよりよい未来を作ります。調査へのご協力をお願いします。
問総務省統計局 全国家計構造調査コールセンター ☎0570-55-0852
横瀬町役場 総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

防災行政無線デジタル化整備工事のお知らせ
●防災行政無線デジタル化について
現在、運用しているアナログ防災行政無線は、導入から30年以上が経過し、老朽化への対応が必要になったほ
か、電波法令等の改正に対応するため、今年度より2か年で防災行政無線設備のデジタル化整備を行います。
●整備内容について
平成30年7月豪雨や過去の災害検証等を参考に、特に風水害（台風等）の際には屋外スピーカーの音がかき消
されたり、雨戸等を締め切っているため聞こえないといった検証結果を踏まえ、今回のデジタル化整備においても
戸別受信機の毎戸設置が重要と考え、本町の住民基本台帳に登録されている世帯主に無償貸与いたします。
戸別受信機のみで受信が十分でない場合は、外部アンテナを設置する必要があります。
（令和元年度予定） 親局 1局、再送信子局 2局、屋外拡声子局 2局、戸別受信機（芦ヶ久保地内）200台
（令和２年度予定） 屋外拡声子局 7局、戸別受信機（横瀬地内）3,150台
なお、無線局開設の免許取得の関係上、上記スケジュールに変更が生じる場合があります。
●請負業者について 東芝インフラシステムズ株式会社
●その他 今後、戸別受信機の取付について詳細が決定後、広報等でお知らせします。
各家庭の戸別受信機設置工事についての料金は発生しません。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111
広報よこぜ
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水道本管等の漏水調査のお知らせ
水道漏水の早期発見のため、漏水調査を実施します。
調査の際には、水道局が委託した漏水調査員が、宅地内のメーターボックスがある場所まで立ち入る場合が
あります。漏水調査員は、水道局で発行した身分証明書を携行し、腕章を着用しています。
ご理解とご協力をお
願いします。
調査時期

9月30日～令和2年3月31日

調査時間

宅地内

調査区域

大字横瀬地内

委託業者

株式会社 サンスイ 北関東支店（上尾市上野320番地96） ☎048-783-0880

9:00～17:00 ／ 交通量の少ない道路

9:00～17:00 ／ 交通量の多い道路

22:00～1:00

※対象地区には回覧にて通知を行います。
問秩父広域市町村圏組合水道局 横瀬事務所

☎23-4133

浄化槽をご使用の皆さまへ
ご家庭の庭先等に埋設された浄化槽は、
トイレ排水などの浄化を処理するためもので、生活に欠かせない大
変重要な施設です。汚水は浄化槽の中の微生物の働きにより浄化され、最後に消毒され道路側溝等に放流され
ます。
微生物が十分に働けるように、たまった汚泥の引き抜きや装置の調整、消毒薬の補充などの維持管理を適正
に行ってください。悪臭で近隣に迷惑をかけることのないようにしてください。
浄化槽を使用している方には、法律により次の3つの維持管理が義務付けられています。
（1）保守点検 浄化槽の運転状況の点検や調整、修理、消毒薬の補充など
（年3回以上）
（2）清
掃 浄化槽内にたまった汚泥等の抜き取りなど
（年1回以上）
（3）法定検査 保守点検・清掃が適正に行われているか、放流水の水質は良好であるかなどの検査（年１回）
この3つの維持管理について、浄化槽を使用している方が清掃業者などにそれぞれ依頼（委託）
しなければな
りません。
埼玉県は、全国の中でも特に定期水質検査の受検率が低いため、市町村と県が連携して啓発に努めていると
ころです。
浄化槽をご使用の皆さまは定期水質検査を受検していただき、浄化槽の機能が十分に発揮されるよう適正な
維持管理をお願いいたします。
なお、浄化槽設置管理事業で設置した合併処理浄化槽については、町が維持管理を行いますので、清掃業者
などに依頼は必要ありません。
検査申込 一般社団法人埼玉県浄化槽協会

☎048-501-5707

姿の池の耐震対策工事について
姿の池は、町が所有する農業用ため池です。
このため池は姿地区の水田耕作者により組織されている姿水利
組合が利用・管理しており、昨年に引き続き、姿の池の耐震対策が次の事業概要のとおり実施されます。なお、工
事期間中、堤体（姿の池の堤）の上の町道は、全面通行止めとなりますので、
ご理解とご協力をお願いします。
事業の概要
事業目的 ため池の耐震対策
事業主体 埼玉県
事業内容 堤体の耐震対策工事（堤体・法面・排水桝）
工事期間 令和元年9月2日から令和2年2月28日
（予定）
まで
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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埼玉県救急電話相談＃7119のご案内

シルバー人材センターに入会しませんか

急な病気やけがの際に、看護師の相談員が、家庭での対処

シルバー人材センターとは、高齢者（６０歳以上）が働くこ

方法や医療機関を受診すべきかどうかなどをアドバイスしま

とを通じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢

す。判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。

献する組織です。

24時間、年中無休で対応します。

健康で働く意欲のある方、センターの趣旨を理解し、賛同

■電話番号
＃7119
048-824-4199（ダイヤル回線、IP電話、PHSをご利用の場合）
※従来と同様に、次の番号からも電話をかけられます。
●大人の救急電話相談
●小児救急電話相談

＃7000
＃8000 または 048-833-7911

利用上のお願い
この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバイスに
より、相談者の判断の参考としていただくものですので、あら
かじめご理解のうえ利用ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/20151214.html

秋の全国交通安全運動が実施されます
図ることを目的に「秋の全国交通安全運動」が実施されます。
また、横瀬町交通安全対策協議会による、秋の交通安全出
発式を9/19（木）に横瀬町町民会館で行います。横瀬町保育
所の児童による交通安全宣言や太鼓の演奏を行います。
全国重点目標

などを定めています。
広告物が乱立すれば、良好な景観を損なうばかりでなく、
屋外広告物を設置する場合や、そのために土地を貸す場
合は、適正な広告物であることをご確認ください。
お願いします。
問建設課（2階9番窓口） ☎︎25-0117

ちちぶ乾杯共和国イベントを開催します！
秩父地域では、日本酒・焼酎・ワイン・ウイスキー・ビール
等のお酒が製造され、注目を浴びています。秩父地域おもて
す。詳細はフェイスブックで順次発表していきます。

●高齢運転者の交通事故防止
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
●すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい

●交差点での自転車の交通事故防止
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

物条例に基づいて屋外広告物を設置できる場所や、大きさ

なし観光公社では、埼玉県とお酒を嗜むイベントを実施しま

●子供と高齢者の安全な通行の確保

埼玉県重点

町の美観や景観形成を守るため｢はり紙、はり札、広告旗、
立看板｣などの屋外広告物の設置に関して、埼玉県屋外広告

安全で美しい町づくりのため、皆さまのご理解とご協力を

9/21（土）～30（月）
までの10日間、交通事故防止の徹底を

●飲酒運転の根絶

9月1日～10日は｢屋外広告物適正化旬間｣です！

落下、倒壊による危険や交通安全上の問題も発生します。

【埼玉県救急電話相談のホームページ】

着用の徹底

いただける方の入会をお待ちしています。
問公益社団法人 横瀬町シルバー人材センター
☎︎25-0189（平日8:00～17:00）

日時

9/8（日）11:00～

場所

西武秩父駅前温泉 祭の湯

facebook ちちぶ乾杯共和国
問秩父地域おもてなし観光公社

☎︎26-6260

結核予防週間（9月24日～30日）
～結核、知って予防、みんなで安心～
結核は、今でも1日に46人の新しい患者が発生し、6人が命
を落とす日本の重大な感染症です。
咳が止まらない等の風邪に似た症状が2週間以上続く場
合は、医療機関を受診するようにしましょう。
また、高齢者の割合が増えています。65歳以上の方は、町
の結核検診等で毎年1回胸部レントゲン検査を受けましょう。
問秩父保健所 保健予防推進担当 ☎︎22-3824

看護学校の教員に関心がある方への
説明会のお知らせ
内容

看護教員の仕事や魅力をお話しします。

日時

9/28（土）13:00～16:00

場所

埼玉県看護協会研修センター（さいたま市西区西大宮3-3）

対象

看護師・准看護師免許保持者または取得予定者

現役看護教員との交流会、個別相談会も行います。

申込み 事前申込み（当日参加も可能）
参加費 無料
問・申込み 埼玉県医療人材課 看護・医療人材担当
☎︎048-830-3543
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■ヨコゼ音楽祭を開催しました

■「芦ヶ久保の獅子舞」が行われました。

第34回ヨコゼ音楽祭が、8/10(土)、11(日)に開催されま
した。

8/16（金）、芦ヶ久保白鬚神社の例祭において、芦ヶ久保
獅子舞保存会の皆さんによる「芦ヶ久保の獅子舞」
（埼玉

1日目の「ふれあいコンサート」では、横瀬中学校吹奏楽

県指定無形民俗文化財）が奉納されました。また、前日の

部、横瀬小学校かしの木合唱団、横瀬コーラスサークルの

15日には、道の駅あしがくぼ（雨天のため、途中から旧芦ケ

皆さんが素晴らしい演奏と歌声を披露しました。

久保小学校体育館）において、
「ブッツォロイ」
と称して今ま

また、ゲストにオペラ歌手でバスの杉尾真吾さん、ソプ
ラノの相原里美さん、ピアノの中野裕子さんをお迎えし、
トークを交えた楽しいステージをお届けしました。

での練習の総仕上げも行われました。
三頭の獅子が、時に優雅に、時に荒々しく舞いながら、大
勢の観客を魅了していました。

2日目の名曲コンサートでは、情熱と哀愁の音の魔術師、
日本を代表するバンドネオン奏者の三浦一馬さんをはじ
め、2年連続でご出演いただいたカリスマティックヴァイオ
リニストの石田泰尚さん、
コントラバスの高橋洋太さん、ギ
ターの大坪純平さん、ピアノの中島剛さんによる古典タン
ゴ＆ピアソラの五重奏をお楽しみいただきました。
「まさに超絶技巧...！」客席からは、
「ブラーヴォ！」の賞賛
の掛け声があがる素晴らしいステージでした。

■武甲岳人会の武甲山魅力アップ整備
7/6(土)、武甲岳人会の皆さまに武甲山登山道の整備や
道標の修繕などをしていただきました。
武甲岳人会は、長きにわたり倒木を利用した階段整備な
ど、歩きやすく安心して楽しめる登山道の整備を行ってい
ます。
武甲山を登山される皆さまも、登山を楽しみながら自分
の体力に合わせて、ペットボトルを用いた不動滝からの水
のくみ上げにご協力をお願いいたします。

まち経営課に新メンバー
8/1から独立行政法人国際協力機構（JICA）から職員の
派遣があり、
まち経営課に配属となりました。
かつ ま

た

勝間田

こう た

幸太さん［出身：静岡県御殿場市］

約3年間赴任していたトルコより帰国し、横瀬町へ着任
致しました。
まち経営課の一員として、
横瀬のまちづくりに貢献できるよう頑
張ります。また、横瀬町の持つ地方創
生の強みと、JICAが持つ国際協力の
強みを連携させて、相乗効果を生じさ
せたいと思います。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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乳がん・子宮頸がん検診を受けましょう！
乳がん・子宮頸がんは、わが国の女性のがんの中でも罹患する方が多いがんです。
どちらのがんも、初期の段階
では症状が出ることは少ないため、検診を受けることが必要となります。２年に１回受けることで、早期にがんを発
見することができます。
町では、下記のとおり乳がん・子宮頸がん検診を実施します。すでにお申込みをされている方には個別に通知を
お送りします。
まだお申込みされていない方は、集団検診と個別検診のどちらかを選んで健康づくり課へお申し込み
ください。

乳がん検診
子宮頸がん検診
30歳以上の女性で、昨年度未受診の方
対象
20歳以上の女性で、昨年度未受診の方
（個別検診は40歳以上）
検診内容 乳房レントゲン撮影
頸部細胞診
集団検診：10/1（火）
・2（水）
・11（金）
・31（木） 集団検診：10/1（火）
・11（金）
・31（木）
日程
個別検診：令和2年3月31日
（火）
までに受診してください。
申込み受付は令和2年2月28日
（金）
までとなります。
集団検診：1,000円
集団検診： 800円
検診料
個別検診：1,800円
個別検診：1,300円
集団検診：総合福祉センター
検診会場
個別検診：指定医療機関（申込み時にお知らせします）
集団検診：電話で健康づくり課へお申し込みください。
申込方法 個別検診：
「検診料」
と
「健康保険証または運転免許証」をご持参の上、健康づくり課窓口（1階3番
窓口）にてお申し込みください。
わくわく 集団検診：受診時に、検診会場にてポイント付与します。
ポイント 個別検診：申込み時に、健康づくり課窓口にてポイント付与します。
※次の方は検診費用が無料になります。
・満70歳（今年度中に70歳に到達する方を含む）以上の方
・満65歳以上70歳未満で後期高齢者医療制度の被保険者
・生活保護世帯の方
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

今月の記事担当：原
問健康づくり課 保健グループ（1階3番窓口） ☎25-0116／地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎25-0281
子育て支援課 母子保健グループ（1階2番窓口） ☎25-0110
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!

保健師です

28

こんにちは

50

22

女性がかかりやすいがん
﹁乳がん﹂
について知ろう

40

乳がんは女性のがんの中で最も多いがんです︒平成 年にが

30

んと診断された方の中で乳がんが占める割合は ・１％でし

代前半でピークを迎え︑その後は次第に減少します︒乳がんで

29

た︒年齢別では 歳代から増加をはじめ︑ 歳代後半から 歳

※1

亡くなる方は平成 年では一万四千人を超えています︒

乳がんの発生には︑女性ホルモンのエストロゲン が深く関

わっていることが知られています︒体内のエストロゲンが多いこ

と︑また︑体内にエストロゲンを加える経口避妊薬の使用︑閉経

後のホルモン補充療法は乳がんの発生する危険性を高めます︒

その他︑初経年齢が早い︑閉経年齢が遅い︑出産経験がない︑初

産年齢が遅い︑授乳経験のないことが乳がんの発生する危険性

を高めます︒生活習慣も関係しており︑飲酒︑閉経後の肥満︑身

体活動度が低いことが乳がんの発生する危険性を高めます︒

乳がんを予防するには︑
生活習慣を見直し定期的に検診を受

生活習慣で気をつけることは︑飲酒を控え︑閉経後の肥満を

けることが重要です︒

避けるために体重を管理し︑身体活動度を高めることがよいと

考えられています︒その他︑全てのがんを予防するうえでも禁

町で実施している乳がん検診は︑
マンモグラフィ による検診

※2

煙︑
バランスの良い食事を心がけましょう︒

です︒
マンモグラフィによる乳がん検診は︑乳がん死亡率を減ら

すという意味で︑有効であることが科学的に確認されています︒

省︶
﹂
において︑乳がん検診の受診間隔について検討した結果︑２

また︑
専門家で構成される
﹁がん検診に関する検討会
︵厚生労働

年に一度とすることが適切であるとされています︒
ただし︑
しこ

りなど自覚症状がある場合は検診を待たずに受診しましょう︒

※1

子宮に作用して︑受精卵のベッドとなる子宮内膜を厚くする働きがあり︑
乳房の発達︑
皮膚︑
骨︑
筋肉︑
脳︑
自律神経などの働きにも関係しています︒

乳房のＸ線撮影

※2

文化

みんなで一緒に
を 学ぼう

両手の指先を斜めにつけ合
わせ、同時に斜め下へ引く。

手話

親指を立てた両手を
交互に前後する。

第５回 ﹇
● 季節のイベント﹈

会

先月号に続いて今月の手話も季
節のイベントです︒
﹁運動会﹂と﹁文
化祭﹂を学びましょう︒
９月 にな り ︑運 動 会 の 練 習 にも
熱が入ってくる頃です︒地域のみん
なで応援しましょう！

運動

!

祭

両手の親指のつけ根で組み合わせ、
左右の手の前後を変えて組み替える。
協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会

上に向けてつまんだ両手5指を同時に
上げながら開く。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

に近いかたちになりました。
“昭和の大合併”も“平成の大合併”も当時の国政の強

令和の時代に
自治体運営はどう変わる？
横瀬町長

よしなり

富田 能成

力な後押しの結果です。では人口減少が進み、地方にお
ける自治体運営がますます厳しくなってくる令和の時代
はどうでしょうか？国は地方自治体をどういう方向にもっ
ていきたいと考えているのでしょうか。
昨年7月に内閣府の付属機関として
「第32次地方制度
調査会」が設置され、安倍総理から諮問を受けて、
ここを

皆さん、全国に市や町や村っていくつくらいあるか、イ
メージわきますか？

中心に令和以降の自治体運営がどうあるべきかという議
論が既に始まっています。
この議論の方向性を見ている

日本には、市が792、特別区が23（東京23区）、町が
743、村が183で合計1,741の市区町村があります（2018

と、令和の時代は、
どうやら“圏域”という言葉がキーワー
ドになりそうです。

年末現在）。今や市の数の方が町より多いこと、
とりわけ

これまでのように「合併するのかしないのか」
といった

村がとても少ないことは意外に感じる人が多いのではな

百かゼロかの議論ではなく、“圏域”での連携を促してゆ

いでしょうか。

くような方向性。まさに今の秩父地域が進めている広域

昭和20年（1945年）の終戦直後には、市が205、町が

連携の形がモデルになるような方向性なのではと想像

1,797、村の数はなんと8,818と全国で１万を超える市町

します。圏域での連携については、秩父地域は間違いな

村が存在していましたが、いわゆる“昭和の大合併”（昭

く先進地といえます。私たちの秩父地域が普通にやって

和30年頃がピーク。旧横瀬村と旧芦ヶ久保村もこの時合

いる“自然に連携できる”って、実は一般的にはそんなに

併）を経て、市町村数は約三分の一の3,500弱に減少、さ

簡単なことではなく、
とても価値あることだとつくづく感

らに（現在の秩父郡市の一市四町一村のかたちになっ

じます。令和の時代の自治体がどうあるべきか、
これから

た記憶に新しい）“平成の大合併”により現在の市町村数

の議論の方向性を注目していきたいと思います。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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●◆●

幼児教育・保育の無償化について

●◆●

令和元年10月1日から 幼児教育・保育の無償化が始まります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用の場合

⑤0歳から2歳までの第2子および第3子の利用料減免につ

■対象者・利用料

いては現行どおりです。
■幼稚園の預かり保育を利用の場合

［幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち］

対象者・利用料

①3歳から５歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化

無償化の対象となるためには、
「保育の必要性の認定」を

されます。

受ける必要があります。

②無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校

幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大1.13万円ま

入学前までの3年間です。

での範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

（注）幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳から
無償化します。

このほか、認可外保育施設やファミリー・サポート・セン

③通園送迎費、食材料費、行事費などは、
これまでどおり保

ター事業の利用も無償化の対象となりますが「保育の必要

護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯

性の認定」を受ける必要があります。
また、就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもた

の子どもたちと国基準の第3子以降の子どもたちについて

ちも対象となります。

は、副食（おかず・おやつ等）の費用が免除されます。

詳細については、子育て支援課へお問い合わせください。

④0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税

問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

世帯を対象として利用料が無償化されます。

町長交際費を公表します
皆さんのご家庭のお付き合いと同様、町が町政を円滑に運営する目的で、外部とお付き合
いするための経費があります。
これが「町長交際費」
です。

平成30年度
町長交際費

項目

●

115件
合計554,220円

件数

祝い金

6

香料
会費
賛助金
贈答品
見舞金
計

10
95
2
2
0
115

金額（円）

内容

28,000 祝賀会、催し等の祝い金
70,920
438,500
6,000
10,800
0
554,220

香典、花輪
各種会議、懇親会等の会費
協賛金等
関係者への土産等
見舞金

詳細は、町ホームページで公開しています。
（よこらぼ採択No.21）
「第2回 奥武蔵 もろやま/よこぜ往還2daysマラソン」
に
ご協力いただけるボランティアの方を募集します。

このプロジェクトは、NPO法人スポーツエイド・ジャパンの提案により、横瀬町と毛呂山町をつなぐ奥武蔵グリーンライン
を往復で走るフルマラソンを10/12（土）
、13日
（日）に開催します。以下のとおりボランティアの方を大募集します。
ボランティア日時

①10/12（土）9:00～17:00ごろ ②10/13（日）7:30～10:00ごろ
※1日だけの参加、午前のみ、午後のみの参加も可能です。

集合場所

横瀬町町民グラウンド

ボランティア内容

受付、誘導、給水、荷物の受け渡し作業等を予定しています。詳細について当日説明いたします。

詳細、興味のある方、
ご協力いただける方は、9/27（金）
までに、
まち経営課（☎25-0112）へご連絡ください。
●●●●●

よこらぼ7月審査の採択事業

●●●●●

1件審査、今回採択となった事業はありませんでした。 問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
広報よこぜ 14 2019・9

文化財紹介

横瀬町には、町指定文化財42件・県指定文化財5件・国指定文化財2件の合計49件の指
定文化財があります。そのなかで、今年度は、近年において新たに指定された2つの文化
財を各2回に分けて紹介します。

１ 外秩父丸山の眺望（県指定名勝）①

外秩父山地の南寄りに位置する丸山（標高960m）からは、武甲山（標高1,304m）をはじめ

とする奥秩父の山々や河岸段丘など、秩父盆地周辺の特徴ある地
形や地質が一望できます。
この地形や地質の観察に適しているほ
か、その成り立ちや生態系などを考えるうえで、学術的・教育的価
値が評価され、平成27年3月13日に「外秩父丸山の眺望」
として、県
指定名勝に指定されました。
また、
この丸山の山頂周辺は、埼玉県県民の森として山頂展望
台や登山道が整備されており、ハイキングコースとしても楽しめる
場所となっています。
山頂展望台

社債の投資トラブル−契約前によく確認−

問秩父市消費生活センター
☎25-5200

社債とは、企業が資金を調達するときに発行する債券のことをいいます。
社債は、不特定多数に販売する公募債と、少数特定の投資家に債券を発行する私募債に
分かれます。私募債は公募債より比較的発行手続きが簡易であり、発行後の国の規制も緩や
かです。
この私募債について、配当金が支払われない、事業者と連絡が取れなくなったという相談
が寄せられています。
また、事例のように、消費者が契約や解約についての内容把握が十分
でなくトラブルになるケースもあります。

【消費者へのアドバイス】

①社債は預貯金等とは違い、元本保証があるわけではありません。
②投資は、年齢や自己資産に応じたリスクの許容範囲で行いましょう。
③契約する場合は、解約条件と返戻金、起こりうるリスク
（倒産や業績不振等）、保証金額、
企業の連絡先などを契約前に必ず確認し、不明なことは問い合わせ、契約内容を十分に
理解・納得してからにしましょう。
④当該企業が社債を発行する目的、
どんな事業計画なのか、償還能力は十分にあるかを検
討し、事業実態がよくわからない企業の社債は購入しないようにしましょう。
⑤あまりにも高い利回りや、儲かることばかりを強調する勧誘には注意が必要です。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号
「188番」へお掛けください。

■入札結果
入札日

7/4

担当課
教育委員会

（単位：円）

工事等の名称
横瀬町立学校校務用パソコン等リース業務

契約方法
指名

予定価格
非公表

落札（決定）金額
̶

落札（決定）者
不調につき落札者なし
開発虎ノ門コンサルタント㈱
埼玉事務所
㈱山口組

建設課

林道橋定期点検業務委託

指名

非公表

5,610,000

建設課

１１区地内中郷汚水支線１７６工事

指名

18,365,600

18,205,000

予定価格
非公表

落札（決定）金額
̶

落札（決定）者
不調につき落札者なし

非公表

̶

不調につき落札者なし

入札日

7/17

担当課
総務課
建設課

（単位：円）

工事等の名称
契約方法
スチール製書棚
指名
横瀬町役場庁舎エレベーター改修工事設計
指名
業務委託

・予定価格および落札（決定）金額は税込みです。
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

広報よこぜ 15 2019・9

子育て

「パープルリボンキャンペーン」の
参加について

ふれあい
コーナー

パープルリボン（紫色のリボン）は、DVをはじめとする女
性に対する暴力をなくそうという国際的なキャンペーンのシ
ンボルです。
「パープルリボンキャンペーン」は、パープルリボンをモ
チーフにしたタペストリーが県内27市町を巡回し、住民の皆
さんが作ったリボンをタペストリーのポケットに入れていく
ことで、DV防止の意識の啓発を行うものです。
実施期間 9/24（火）～27（金）
時間 8：30～17:15
会場 役場 １階ロビー
内容 タペストリー展示とリボンの作製
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

児童館「ハロウィンパーティ」開催！
今年の児童館ハロウィンは、みんなで仮装やゲームを楽し
むハロウィンパーティにかわります。
詳細は、
広報よこぜ10月号
でお知らせします。
チケットの前売り販売はありませんので、
ご
注意ください。
日時 10/26
（土） 10:00～12:00
場所 横瀬児童館
問横瀬児童館

☎22-2072

小学生があかちゃんたちに遊びを教えました

多子世帯保育料軽減事業を実施しています！
〜第３子以降の保育料無料〜
10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりますが、町で
は、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改
善を図ることを目的として、平成27年度から支給認定を受け
て認可保育所等に入所する第3子以降のすべての子どもの
保育料を無料としています。
多子のカウントにおける年齢制限は撤廃していますが、
同居している子どもを監護し、生計を一にしている等の要件
があります。
本事業を受けるには申請が必要となりますが、該当すると
思われる方にはすでに通知を送付しています。もし、通知は
届いていないが該当するのではないかと思われる方は、子
育て支援課までご相談ください。

児童館では、小学生と小さな子どもたちのふれあい交流
をしました。いつもはやんちゃな小学生たちも、おにいさん・
おねえさんの顔になり、手遊びを教えたり紙芝居を読んであ
げたりしていました。

問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

テーマ「あさがお

さいたよ」

学童保育室壁画より

「がんばってかきました。
楽しかったです。」
くろさわ

「あさがおを久しぶりに
かいて楽しかったです。」

か すみ

黒澤 佳純

たかはし

か りん

高橋 花梨

ちゃん
広報よこぜ 16 2019・9

ちゃん

小学生親子水泳教室を開催しました

ママとよいこのリトルラビットを開催

7/13（土）から20（土）にかけて、小学生親子水泳教室を全3
回開催し、のべ65名の児童が参加しました。
今年の教室は天候に恵まれない日もありましたが、子ども
達は元気よく練習に励んでいました。
最終日には、
これまでの成果を試す記録会が実施され、初
めて泳げるようになったり、今まで以上に長い距離を泳げる
ようになったりと上 達
し、子どもたちの自信に
つながったようでした。
子どもたちを温かく
見 守る保 護 者 の 方々
も、その上達ぶりを喜ん
でいました。

公民館事業「ママとよいこのリトルラビット」でスイカ
割りがおこなわれました。なかなか割れないスイカでし
たが、最後にはみんなでおいしくスイカを食べることが
できました。

新入学児童「就学時健康診断」のお知らせ
令和2年度に横瀬町立横瀬小学校へ入学するお子さ

日程 10/29
（火） 受付時間 13:00～13:15

んを対象に、下記のとおり就学時健康診断を実施しま

場所 横瀬小学校

すので、
必ず受診してください。

診断内容 内科、
歯科、
眼科、
耳鼻科、
視力、
聴力、
知能検査等

また、お子さんの就学に関してご心配、
ご不明な点が
ある方は、
お気軽に教育委員会までご相談ください。

対象児 令和2年度小学校入学予定の横瀬町内に在住する幼児
（平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ）

※ 該当する保護者には、
9月中旬までに案内通知を送付いたします。
通知が届かない場合は教育
委員会へ連絡してください。転出や住所変更等の予定がある方は、
あらかじめ教育委員会に届
け出てください。
その他 健康診断当日、
保護者を対象とした
「子育て講座」
を開催します。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

子育て家庭をサポートします
地域子育て支援センター
（横瀬町保育所）
事業名

日

時

内

総合福祉センター

容

平日
子育てについて、困りごと
子育て相談
（月〜金曜日） や心配ごとができたときな
※要電話予約
9：00〜17：00 どにご相談ください。
保育所園庭
開放

赤ちゃんくらす
3日（火）
はぐくみ相談（ことばの相談要予約）
4日（水）
●1歳6か月児健診・2歳児歯科健診
12日（木）
●赤ちゃんくらす
17日（火）
●乳幼児健康相談
19日（木）※午前のみ
●3〜4か月児、
9〜10か月児健診
BCG予防接種
19日（木）※午後のみ
●5歳児健診
26日（木）
●

保育所等に入っていない

28日（土）
お子さんとそのご家族を
9：00〜12：00

対象に園庭を開放します。
対象：町内に住所があり集

平日
団保育が可能な満1歳か
一時保育事業
（月〜金曜日） ら小学校就学前の児童
※要申込
8：00〜17：15 利用料金：
1人当たり2,000円／1日

●

問子育て支援課

横瀬町教育委員会定例会の 日時 9/26（木）14:00
開催のお知らせ
場所 役場3階301会議室
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

☎25-0110

9月

児童館
どんぐりの森

6日（金）

バンブーの森

13日（金）

●
●

さくらの森

●

メープルの森

●

おはなし会

●

20日（金）
2・9・30日（月）
18日（水）

ママサロン
横瀬児童館
4日（水）、13日（金）
18日（水）、20日
（金）、25日（水）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 6日（金）

●

小鹿野町子育て支援センター 11日（水）
秩父市子育て支援センター 27日（金）

問横瀬児童館

☎22-2072

※傍聴を希望される方は、9/25（水）までに電話で教育委員会へ
お申し出ください。問教育委員会
（2階6番窓口） ☎25-0118
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♬

令和元年横瀬町文化祭参加者募集
舞台公演・作品展示の一般参加者を募集します。
たくさんの参加をお待ちしております♪

♬ 9月の月１まちかどコンサート

日程 11/1（金）～3（日）
場所

横瀬町町民会館
参加申込書（町民会館にて配付）に必要事項を

申込方法

記入の上、お申し込みください。
9/20（金）

申込期限
問・申込

☎22-2267

文化祭

昨年、オリジナル楽曲「彼岸花の
心」を披露していただきました。
こ
としも演奏しますのでみんなで歌
いましょう♪
出演 堀口ゆきおと音（おん）空間
日時 9/22（日）
場所 寺坂棚田彼岸花まつり
特設会場

月曜・祝日・年末年始休館

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

大野たかお

●資料館常設展示を紹介します
資料館には、様々な石器や土器類・民具・動植物標本な
どが展示されています。
今回は、
「宇根の錦写絵」
を紹介します。
写絵とは、現在のスライド映写機のようなもので、数台の
桐製の風呂（映写機）
を用いて、種板（スライド）の絵を和紙
のスクリーンに写し出すものです。
横瀬町においては、明治の初め、宇根に「錦写絵連中」
と
いう組がつくられたとともに、写絵に合わせて、説教節の
語りを取り入れた手法が特徴と言われています。資料館に
は、風呂と種板の一部が展示されており、一場面はスクリー
ンに写し出して見ることができます。

哲郎 選

お隣りは誰か分からん人増えた

小石川邦二

◆髙田

２０００万無くても勝る子等がいる

横田賭司楼

柳
川

坂道の下りまでもが辛くなり

知
音

ボケてるとボケ扱いがボケ老いる

加藤
孝全

腹話術ギャラもしかしてふたり分

合
正夫

百

鯉甲

朝起きて何に着る予報や半夏生

市憲

齋藤

五輪チケットネットとダフ屋の知恵比べ 岸岡

一日で世界が注目いるこの瞬間を

玉井

晴れ梅雨布団干す手に笑いあり

●「館内燻蒸作業による臨時休館のお知らせ」
歴史民俗資料館収蔵庫の燻蒸作業による殺虫消毒と館
内整理のため、下記期間を臨時休館とさせていただきま
す。
ご理解とご協力をお願いいたします。
期間 9/9（月）～13（金）

絵手紙サ ークル

●
●

原嶋 昌子 さん
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月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

公民館講座 参加者募集
●秋の美術館めぐり
『コートールド美術館展＆迎賓館赤坂離宮』

日時 10/10（木） 出発時間 7:00（予定）
場所 東京都美術館/迎賓館赤坂離宮
参加費 高校生以上一般/3,000円（当日集金）
昼食・各自負担（東京ミッドタウンレストラン街）
定員 40名
申込締切 9/15（日）

公民館講座を開催しました！
●50歳からの美肌メイク講座
7/23（火）に、町民会館で

「美肌メイク講座」を開催し
ました。50歳からのメイクは
ツヤ感とハリ感がカギ！より
魅力的に見える大人のメイ
クアップ方法を教わり、ます
ます若々しく、美しく元気に
毎日をエンジョイしたいと思います。

●夏休み子ども公民館講座
「親子で楽しむミニコンサートin 児童館」

8/7（水）児童館で「る

●健康特別公民館講座 初心者向け
「美尻♥トレーニング＆リズム体操教室」

雨止みし雲の切れ間の薄明かり時の間冷たき風が吹き過ぐ

﹁いのちはさくらんぼ﹂プレヴェールの詩のような一粒を捥ぐ

雨の打つ白いあじさいは吾の庭ヘメロカリスの黄花が映える

夢に見し機織る亡母は若かりき無邪気な子らを見守りながら

惜し気なく手折りし桔梗もらい受け素通りならぬ馬頭尊に供う

来客はそろりそろりとかたつむり梅雨に咲き初む紫陽花の上

赤岩

若林
壮次

八木原千恵

町田

茂

八木原優子

町田

タミ

由江

イヨ

中川美也子
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惠夫 選

待ちわびた多分の湿りによろこびてアスター苗の定植きめる

浅見

信子

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

◆富田

この年の梅雨長くして今朝も雨リハビリの車玄関に待つ

新井

悦子

★９月のナイトライブラリー 4・11・18・25日
（水）
★10月のナイトライブラリー 2・9・16・23・30日
（水）

歌
短

真っすぐな畝は美し長老は力まず畑に鍬を入れゆく

小泉

「十五夜」や「お月さま」に関する本の特設コーナーです。

あき

9月特設コーナー●十五夜特集

菩提寺の﹁撫ぜ地蔵尊﹂はピッカピカ吾も願かけ体全部を

過去に芥川賞候補となった、今村夏子の著作「あひる」
「星の子」
も貸し出しできます。

邦子

近所に住む「むらさきのスカートの
女」
と呼ばれる女性が気になって仕方の
ない「わたし」は、彼女と
「ともだち」にな
るために、自分と同じ職場で彼女が働き
だすよう誘導する。

斉藤

今村夏子 著●朝日新聞出版

寿命のび百歳までも夢じゃない生き甲斐もちて次は米寿へ

むらさきのスカートの女

（第161回芥川賞受賞作品）

ごしました。

齋藤トシ子

推薦
図書

夏休み、親子で楽しく過

陽の射さぬ日の続きてもたをやかにトマトは赤く色付来てくる

月曜・年末年始休館 問横瀬町立図書館 ☎22-2267

たったり、音楽に合わせ
てリズム体操をしたり、

島田

両講座とも町民会館で受け付けますので直接または
電話でお申し込みください。
※定員になり次第受付終了しますので、お早めに！
！
申込先 横瀬町町民会館 ☎22-2267

二人と、みんなで歌をう

満々と水をたたえて代掻きも終わりし後に田植えまつのみ

日時 9/21、10/12・19、12/7・14（いずれも土曜日・全5回）
15:00～16:00
場所 町民会館 大会議室
講師 スポフレ21講師
参加費 1,000円（5回分）
※当日集金
定員 25名
申込締切 9/20（金）

るる♪みゅ～じっく」の

YOKOZE

よこぜ 情 報 掲 示 板
イ ベ ント

埼玉県県民の森の催し
●林業体験（木や枝を切ってみよう）
①9/14日
（土）②10/5（土）10：00～14:00

日時

内容 ノコギリを使っての枝打ちと間伐を体験します。
小学生以上（小学生は保護者同伴）

対象

定員 各日10人（申込順）

参加費

講師職業 スタートアップ企業／大工

9/28（土)10：00～14：00

内容

県民の森で秋の自然観察会を森林インストラクター

の案内で行います。

※申し込みは電話にて受付します。
その他の催しはホームページ
にて http://www.chichibu.ne.jp/~ssinrinp/kenmori-2.html
問埼玉県県民の森

「きみはいくさに征ったけれど」青年劇場
日時

10/14（月）開場17：30／開演18：00

場所

秩父宮記念市民会館

（販売は矢尾百貨店トラベルサロンにて）
☎25-1541

11/10（日）10:30～15:00

場所

花の森こども園（ムクゲ自然公園内）

内容

炭火で棒巻きパン・自然素材使用のワークショップなど
入場無料（体験内容により100～500円の参加費が

かかります）
その他 汚れてもいい服装

問認定NPO法人 花の森こども園
☎62-4545（平日10:00〜16:00）
http://www.hananomori.org/

定員 5人（申込順）

申込

10/6（日）
まで

9/1（日）～10/6（日）※当日消印有効

応募数は１人２点以内とし、応募用紙に必要事項を明記
し、応募作品の裏に貼付した上、埼玉県森林科学館へ郵送
彩の国ふれあいの森の風景、巨木、渓谷、滝、野鳥、

内容

野生動物などのカラー写真（四つ切り253×305mmまたは
Ａ4サイズ）を埼玉県森林科学館第一学習室に展示します。
※作品はお返しできません。
10/19（土）～11/17（日）

展示期間

●昔の履物（布草履）作り
10/20（日）10:00～15:00
1,000円／人
小学生以上（小学生は保護者同伴）

対象

定員 10人（申込順）

申込

10/13（日）
まで

●南天山登山と滝を楽しむ
日時

17：00開演

10/27（日）9:00～15:30
1,500円／人（木製キーホルダープレゼント）

参加費
対象

6,000円（全席指定）

高校生以上（16歳以上）

定員 10人（申込順）

9/19（木）10：00～

秩父開発機構・矢尾百貨店・秩父楽器サービスにて販売。
※電話受付は14:00～

大人（20歳以上）

対象

参加費

秩父ミューズパーク音楽堂

☎23-1002

3,000円

参加費

日時

世良公則O-Kiraku Live 2019
～acoustic Live～ in秩父ミューズパーク

問秩父開発機構

10/13日
（日）10:00～16:00

※作品制作および作品送付に係る費用は自己負担。

定員 各体験30人～100人（事前申込不要）

チケット販売

9/29（日）
まで

してください。応募要項、応募用紙は、ホームページを参照。

の自然体験等

入場料

日時

募集期間

日時

場所

申込

●「中津川写真展」作品募集

認定NPO法人 花の森こども園「わくわく秋まつり」

11/17（日）16：30開場

小学生以上（小学生は保護者同伴）

●大人の木工体験（スツール作り）

たけうちこうぞう

チケット 3,000円 中高生1,000円 障がい者1,500円

日時

2,000円／人

対象

と感じる現代の高校生の前に現われる…。

マイ箸、マイカップ

10/6（日）10:00～15：30

定員 5人（申込順）

内容 多くの詩と漫画を残し戦死した竹内浩三が「消えたい」

持ち物

●木琴を作ろう
参加費

い

参加費

彩の国ふれあいの森の催し
日時

☎23-8340

問秩父演劇鑑賞会事務局

誰でも
（参加費無料、事前予約なし）

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

500円

9/25（水）
まで

申込

※変更の場合有
対象

企画・運営 MOSAʼS[モサーズ]

小学生以上（小学生は保護者同伴）
参加費

9/21（土）18:00開演

場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧直売所）

日時

定員 20人（申込順）

毎月1回、町内外で働くプロフェッショナルが、自身の仕事
日時

●秋の自然観察会（山野草など）

対象

横瀬クリエイティビティー・クラス2.0
「はたらクラス」
（よこらぼ採択№28）
や生き方について語ります。

500円

①９/11（水）②10/2（水）
まで

申込

information

申込

10/20（日）
まで

※申し込みは電話にて受け付けいたします。その他の催しは
ホームページにてhttp://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
問彩の国ふれあいの森 埼玉県森林科学館
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☎56-0026

秩父で働きたいあなたを応援します！合同就職面接会
日時

10/25（金）14:00～16:00（受付13:30～15:30）

会場

秩父宮記念市民会館2階 けやきフォーラム

対象

秩父郡市内での就職を希望する一般求職者

募集

令和2年3月大学・短大・専門学校卒業予定者（既卒3年

目の不自由な方の職業自立をめざして
－県立特別支援学校塙保己一学園（盲学校）高等部専
攻科入学者の募集－

以内含）

本校高等部専攻科（3年課程）
では、視覚障害（全盲または弱

令和2年3月新規高等学校卒業予定者
問ハローワーク秩父 求人係

視）の10代から60代の方が、あん摩・マッサージ・指圧、はり、

☎︎22-3215

きゅうの技能を習得しています。卒業時には国家試験の受験

ちちぶ創業塾開講

資格が得られ、免許取得後は病院や介護施設等への就職、治

経営者としての心構えから、経営計画の立て方、販売促進の

対象

考え方などについて幅広く学習できます。
また、全5回中4回以
上出席された方には「証明書」が発行され、会社設立時の登録
免許税が半額に軽減されるなどのメリットもあります。受講料
は無料です。ぜひ受講をご検討ください！
対象 これから創業をお考えの方、または創業後5年未満の方
開催日時

10/15、10/23、10/29、11/5、11/19

無料

問・申込 秩父商工会議所

方、
または、
これらの者と同等以上の学力があると認められる方

相談担当まで。

☎︎22-4411

講習日 11/9（土）
、16（土）
2,000円

受講料

問埼県立特別支援学校塙保己一学園（盲学校）高等部専攻科
埼玉県川越市笠幡85-1
☎︎049-231-2121 FAX049-239-1015

時間

テキスト代

定価（ 本体3,200円＋税 ）

10/1（火）～10（木）
まで

問埼玉県立高等技術専門学校 秩父分校

ちちぶ地域創業サポート窓口
秩父地域1市4町（秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野
町）
では、国の創業支援事業計画の認定を受け、地域内で創業

☎︎22-1948

を希望する皆さんを支援しています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0808/

現在、商工会議所・各商工会と連携し、
「ちちぶ地域創業サ

2019年度 埼玉県立秩父特別支援学校 後期学校公開
日時

10/3（木） 受付9：15

公開9：25～11：50

場所

埼玉県立秩父特別支援学校

内容

学校概要説明、分科会（各学部別等）、施設見学、授業
知的障がいあるいは肢体不自由等のあるお子さんの

教育や進路に関する悩みや不安等をお持ちの保護者および
関係者・担任の先生
☎︎24-1361

ポート窓口」を開設し、創業に関する相談に対応しています。
ぜひ、
ご活用ください！
窓口の概要

参観 等

問埼玉県立秩父特別支援学校

お知らせ

9:00〜16:00まで

往復はがきまたはホームページで

FAX21-1044

［ワンストップ窓口］秩父商工会議所、荒川商工会、西秩父商工
会、皆野町商工会、長瀞町商工会
［サテライト窓口］秩父市（企業支援センター）、横瀬町（振興
課）、皆野町（産業観光課）、長瀞町（産業観光課）、小鹿野町
（産業振興課）
対応内容
・創業
（創業前・後）
に関する情報の提供、
対応方法のアドバイス
・専門家による相談対応

「法の日」司法書士無料法律相談会

※窓口の開設日・開設時間は、各団体の開所日・開所時間に準

日時

10/5（土）13:00～16:00

会場

矢尾百貨店２階ポケットパーク

内容

登記・相談・遺言・空き家問題・一般法律問題・債務整

じます。

理・成年後見など、司法書士が無料で相談に応じます。

問秩父商工会議所
横瀬町振興課

（1組30分程度・予約優先）
主催

随時お受けします。詳しくは、高等部専攻科教育

秩父11 Jw_cad(建築系）発展

講習名

対象

②高等学校を卒業した方、若しくは、令和2年3月卒業見込みの

相談・見学

県立熊谷高等技術専門校 秩父分校
技能講習の受講生募集

申込

断できる方（なお、身体障害者手帳を未取得の方も含みます）

※第1次募集で募集人員に達した場合、第2次募集は行いません。

定員 30名（申込先着順）

中小企業診断士・一級販売士 田中聡子氏

講師

0.3以上の方で、盲学校の教育を受けることが適当であると判

第2次募集:2/14(金)

秩父地場産センター

受講料

県内在住で次の条件のいずれにも該当する方

①両眼の矯正視力が概ね0.3未満の方、または、矯正視力が

選考日 第1次募集:11/29(金)

（各日、18:00～21:00）の全5回
会場

療院開業、進学等の道がひらけます。

埼玉県司法書士会

問・申込 埼玉県司法書士会秩父支部 関根
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

☎︎26-6327
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☎︎22-4411
☎︎25-0114

よこぜ 情 報 掲 示 板
林業退職金共済制度（林退共）の退職金請求について

の当時、林退共制度に加入していた方で、退職金請求手続き
をしたお心当たりのない方は、退職金をまだ受け取っていな
い可能性があります。最寄りの支部または本部へお問い合せ
ください。
問独立行政法人勤労退職金共済機構 林業退職金共済事業本部
☎︎03-6731-2889 FAX03-6731-2890
詳しくはホームページでもご案内しています。
http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

「第15回 歯～とふる秩父」開催
9/22（日）13:00開演

場所

秩父歴史文化伝承館2Fホール

内容

8020よい歯のコンクール表彰式

☎︎22-0790

今年のハロウィンジャンボは、１等・前後賞合わせて5億円！
1億円 × 16本

同時発売のハロウィンジャンボミニは、１等・前後賞合わせて
3,000万円！
2,000万円 ×16本

前後賞各

500万円 × 32本

※当せん本数は発売総額120億円・4ユニットの場合
発売期間

9/24（火）〜10/18（金）

抽せん日 10/30（水）

相談料

無料（住所制限無し、事前予約不要）

問埼玉弁護士会熊谷支部

☎048-521-0844

公証週間期間中（平日17：00〜19：00）のイブニング相談

見契約、信託、会社設立時の定款作成など公証役場での業務
について、お気軽にご相談ください。相談は無料となります。
なお、相談は予約制となりますので、
ご希望の時間にそえな
でお願いします。
━未来への約束を、公正証書が守ります━
問秩父公証役場 ☎23-3788
秩父市野坂町1丁目20-31 西武秩父駅前MTビル1階

退職金は国の制度を賢く活用しましょう

※当せん本数は発売総額240億円・8ユニットの場合

１等

（羽生市川崎2-281-3）
相談員 埼玉弁護士会熊谷支部所属弁護士

い場合があることをご了承ください。
ご予約は秩父公証役場ま

「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、9/24（火）から全国で2種類同時発売されます。
前後賞各

場所 イオンモール羽生2階「イオンホール」

ブニング相談を行います。遺言、離婚に伴う給付契約、任意後

文化講演会講師：内田 望（国保町立小鹿野中央病院 院長）

3億円 × 8本

9/28（土）11:00～15:00（受付14:30）

日時

では、期間中の平日に時間を延長して17：00～19：00まで、イ

歯と口の啓蒙ポスター＆標語コンクール表彰式

１等

法の日無料法律相談会開催

毎年10/1（火）から10/7（月）は公証週間です。秩父公証役場

日時

問平沼歯科医院

information

お知らせ

林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方のための退
職金制度です。以前、林業の仕事に従事されたことがあり、そ

YOKOZE

「中退共」
（中小企業退職金共済制度）は、中小企業が加入し
やすい国の退職金制度です。従業員の退職金でお悩みの事業
主の皆さま、お気軽にご相談ください。
特徴
１．国の制度だから安心。掛金の一部を国が助成します。
２．掛金は全額非課税、手数料もかかりません。
３．社外積立で管理も簡単。納付状況や退職金試算額を事業
主様にお知らせします。
４．パートタイマーや家族従業員も加入できます。
５．他の退職金・企業年金制度とのポータビリティも可能です。
※横瀬町には、新規加入事業所に対する掛金助成制度があります。
問（独）勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
☎︎03-6907-1234
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横瀬町の市外局番は
（︎0 4 9 4）です

各種相談
無料相談

埼玉県定例相談

●身体・知的障がい児(者)について

横瀬町定例相談

県民相談総合センター ☎048-830-7830

横瀬町役場総務課

日時 第2・第4木曜日 9:30～12:00
場所 秩父地方庁舎1階

日時 9/10（火）13:00～15:00
場所 横瀬町役場 第1委員会室
内容 福祉・道路・医療・保健・年金など行政に関す
る不満や要望、疑問など

●県民相談 ※前日までに要電話予約

秩父障がい者総合支援センター「フレンドリー」
身体障がい（カナの会）
：☎26-7102 FAX62-5613
知的障がい（清心会）
：☎21-7171 FAX24⊖9963
日時 月～金曜日 9:00～17:00

●行政相談

●法律相談 ※要電話予約

●精神障がい者について

日時 第2・第4木曜日 13:00～16:00
場所 秩父地方庁舎1階

生活支援センター「アクセス」
☎24-1025 FAX24-1026
日時 月～金曜日 9:00～17:00

●登記相談

日時 9/19（木）13:00～15:00
場所 横瀬町役場 第1委員会室
内容 不動産、商業、法人、相続、遺言、成年後見等
に関する登記相談

●就職相談 専用受付ダイヤル

☎048-780-2034
日時 第1・第3水曜日 10:00～16:00

●障がい者の就労等について

社協定例相談

秩父障がい者就労支援センター「キャップ」
☎21-7171 FAX24⊖9963
日時 月～金曜日 9:00～17:00

横瀬町社会福祉協議会

●消費生活・多重債務相談について

日時 9/24（火）13:00～15:00
場所 横瀬町総合福祉センター

●心配ごと相談

秩父市消費生活センター（秩父市役所 本庁舎2階）
☎25-5200
日時 月～金曜日 9:00～16:00（昼休みを除く）

埼玉県虐待通報ダイヤル

●特設人権相談所

☎22-7380

日時 9/12（木）13:00～16:00
場所 横瀬町役場 302会議室
内容 いじめ、虐待、嫌がらせ、暴力、差別などに関
する相談

●結婚相談 ※1週間前までに要電話予約

秩父保健所

日時 9/18（水）
・10/16（水）18:00～20:00
場所 横瀬町町民会館

＃7171

☎25-0111

秩父保健所

☎22-3824

●子どもの心の健康相談 ※要電話予約

子どもや高齢者、障がい者に対する虐待を発見した、
虐待を受けている、
虐待をしてしまったなど、
どうした
らいいかわからない場合は自分一人で抱え込まず
電話してください。24時間365日受付・対応します。

医師相談
日時 9/10（火）13:30～15:00
臨床心理士（公認心理師）相談
日時 10/25（金）14:00～16:00

₂₀₁₉年₉月 秩父郡市休日急患当番医表

休日救急対応（まずは休日診療所または在宅当番医療機関を受診してください）
秩父郡市医師会休日診療所
（診療時間 9:00〜18:00）

1日
8日
15日
16日
22日
23日
29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）

小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
みなのハートクリニック（内・循）
小鹿野中央病院（内）
あいおいクリニック（内・消内）
小鹿野中央病院（内）

救急告示医療機関※
（診療時間 8:30〜翌日8:30）

小鹿野町

☎75-2332 皆野病院

皆野町

☎62-6300

小鹿野町

☎75-2332 皆野病院

皆野町

☎62-6300

小鹿野町

☎75-2332 秩父病院

和泉町

☎22-3022

皆野町

☎62-7878 皆野病院

皆野町

☎62-6300

小鹿野町

☎75-2332 秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

相生町

☎26-7001 皆野病院

皆野町

☎62-6300

小鹿野町

☎75-2332 秩父病院

和泉町

☎22-3022

平日夜間救急対応
平日夜間小児初期急患対応
18:00以降は必ず電話で確認の上受診してください （診療時間 19:30〜22:00）※祝日は行いません

月
火
水
木
金

皆野病院
秩父市立病院
秩父病院
秩父市立病院
秩父市立病院

土

皆野町

☎62-6300

桜木町

☎23-0611

和泉町

☎22-3022

桜木町

☎23-0611

桜木町

☎23-0611

あらいクリニック
秩父市立病院
秩父病院
秩父市立病院
秩父市立病院

※重傷救急患者優先のた
め、軽傷と思われる場合
にはお待ちいただくこと
があります。
（18:00以降
は必ず電話で確認の上
受診してください）

救急電話相談

町

☎25-2711 24時間365日で実施しています。大人や子どもの相談に対応

桜木町
和泉町

☎23-0611 して、看護師の相談員が医療機関を受診すべきかどうかなど
☎22-3022 アドバイスしますので、判断に迷ったときはお気軽にお電話

桜木町

☎23-0611

桜木町

☎23-0611

本

するとともに医療機関の案内をします。急な病気やけがに関

ください。

NTTプッシュ回線・ひかり電話・携帯電話

9/7 秩父病院、9/14 皆野病院、9/21 秩父病院、9/28 秩父市立病院

#7119

ダイヤル回線・IP電話・PHS

☎048-824-4199

※受診の際、お薬手帳をお持ちの方は持参ください。
※平日、休日の救急医療体制については秩父郡市医師会のホームページでもご確認いただけます。https://chichibu-ishikai.jp/

交通事故情報（ ）前年比

事件発生情報
︵₂₀₁₉年₁月₁日～₇月₃₁日︶

（2019年₁月₁日～₇月₃₁日）
人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦17件（+4）
◦1件（+1）
◦24件（+1）
◦94件（－5）

事故死ゼロ 114日

9月の
納税

窃盗 ◦5件
器物損壊 ◦2件
傷害・暴行 ◦1件

《注意》
振り込め詐欺に
ご注意ください。

▶国民健康保険税
▶介護保険料
▶後期高齢者医療保険料

秩父郡市歯科医師会 初期救急医療
15日
16日
22日
23日

初期救急医療（10:00〜13:00）
長瀞町 ☎66-3418
大野原 ☎24-4184
皆野町 ☎62-3597
上 町 ☎22-0594

野上歯科医院
内田歯科医院
皆野歯科医院
上町吉田歯科

第3期
第3期
第3期

納期限:9/30⺼
口座振替をご利用の方は、残高をご確認ください。
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※診療費用は通常の保険
診療扱いとなるため、
保険証を持参ください。
※必ず電話で確認の上受
診してください。

第１６回埼玉県消防協会秩父支部
ポンプ操法大会に出場
8/4（日）、秩父市消防団影森訓練場において、第16
回埼玉県消防協会秩父支部ポンプ操法大会が行わ
れ、横瀬町消防団を代表して第5分団が出場しました。

寺坂棚田彼岸花まつりの開催

秩父消防署東分署職員の指導のもと、3ヶ月間にわ
たり積み重ねてきた訓練の成果を存分に発揮し、出場
7隊中、第3位という素晴らしい成績を収めました。

寺坂棚田において、畦に咲く朱色の彼岸花と、黄金
に輝く稲穂が楽しめますので、
ご近所お誘い合わせて
お越しください。
日時

9/22（日）10:00～15:00ごろまで
※小雨決行
古代米赤飯などの販売、演奏会の開催

内容
駐車場

横瀬町町民会館屋外駐車場
（JAちちぶ横瀬支店裏）

※駐車場の収容台数に限りがありますので、徒歩等
での来場にご協力ください。
※彼岸花の開花時期は天候等により変わりますが、9
月中旬から下旬まで楽しめます。
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

あざ み

て 元気に
いっぱい食べ
大きくなあれ！

ゆず な

浅見 柚那ちゃん
2018年9月3日生
駿・希美夫妻（4区）

しま ざき

ひ

な

島崎 陽葵ちゃん
2018年9月10日生
亮太・裕子夫妻
（12区）

お また

ほ

の

か

小俣 穂乃佳ちゃん
2018年9月26日生
裕哉・礼佳夫妻（12区）

物♥
パパとママの宝
してね
すこやかに成長

子に
元気で優しい
育ってね♥

●「広報よこぜ」
では、毎号その月に誕生日を迎える
「満１歳」の赤ちゃんを紹介しています。
●掲載を希望される方は、誕生前月の5日までに、
まち経営課へ写真を添えて申請してください。
メールでも受け付けています。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

町 の 人口と 世帯数
No.

614

2019年₈月₁日現在
（カッコ内は前月比）

〒368-0072

世帯数
横

瀬

芦ケ久保
計

Eメール machikei@town.yokoze.saitama.jp

男

女

計

3,151（ ＋4） 3,862（ ＋4） 3,905（ −1）

7,767（ ＋3）

3,345（ ＋4） 4,095（ ＋5） 4,148（ −2）

8,243（ ＋3）

194（ ±0）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

233（ ＋1）

243（ −1）

☎0494-25-0111㈹

476（ ±0）

役場開庁時間［平日8:30—17:15］／窓口延長日＝［いきいき町民課・税務会計課］毎週火・木曜日18:30まで（祝日・年末年始除く）

