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令和元年10月から
地方税共通納税システムがスタートします
◆地方税共通納税システムとは
地方税共通納税システムとは、すべての都道府県・市区町村へ、
自宅や職場の
パソコンから電子納税できる仕組みです。
◆納税できる税金の種類
法人市町村民税、個人住民税（特別徴収分、退職所得分）など
※個人住民税（特別徴収分）は、企業が複数の地方公共団体に毎月納付する
必要があるため、本システムの利用により納付事務の負担が軽減されます。
◆地方税共通納税システムのメリット
・すべての都道府県・市区町村へ電子納税できます。
・ダイレクト納付（事前に登録した金融機関口座を指定して、直接税金を納付
する方法）ができます。
・金融機関窓口等へのお出かけが不要となります。
・電子納税で納付事務の負担が軽減されます。
◆お問い合わせ先

eLTAXヘルプデスク受付時間

地方税共通納税システムについては、eLTAX（エルタックス）ホームページ

9：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く）

（http://www.eltax.jp/）内の「地方税共通納税システムの特設ページ」を

☎0570-081459

ご覧ください。

臨時職員を募集します●

●
採用予定者数

１名

業務内容

一般事務、電話対応、および窓口業務

受験資格

基本的なパソコン操作（文書作成や表計算処理等）ができる方

雇用期間

令和元年10月1日～令和2年3月31日

勤務形態 月～金曜日8：30～17：15（7時間45分）
申込手続

市販の履歴書に必要事項を記入し、振興課へ提出(郵送も可)してください。

受付期間

8/9（金）～23（金）9:00～17:00（土・日曜日、祝日を除く） ※郵送の場合は、8/23（金）必着

試験等

書類選考および面接を行い、選考結果は後日応募者に連絡します。

その他

横瀬町臨時職員等取扱要綱により対応します。

8月 日日は
埼玉県知事選挙の
投票日

☎25-0111

●投票日

25

日（日）午前７時から午後８時ま
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8月
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投票所入場券を切りはなして、表示して

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

問横瀬町選挙管理委員会

で町内各投票所で投票できます。

問・応募先 〒368-0072 横瀬町大字横瀬4545番地
横瀬町教育委員会生涯学習グループ（2階6番窓口）
☎︎25-0118
E-メール kyouiku@town.yokoze.saitama.jp

ある投票所にお持ちください。

8/30（金）
【必着】

●期日前投票（投票日に投票できない方）

応募期限

24

日（土）までの毎日 午

用紙は自由で、住所・氏名・電話番号を記入の

30

8 月 9日（金）～

応募方法

うえ、郵送・Ｅメールまたは持参してください。

前８時 分から午後８時まで期日前投票所

横瀬町内に在住の方

（横瀬町役場）
で投票できます。

応募資格

投 票 所 入 場 券を切りはなし、裏 面の「宣

採用された方には、記念品を贈呈いたします。

誓 書」に必 要 事 項を記 入の上、期日 前 投 票

を公募します。皆さまからのご応募をお待ちしております。

所にお越しください。

第36回町民体育祭（10/6開催予定）のキャッチフレーズ

【期日前投票とは】 投票日に仕事や旅行など
の予 定のあ る 方 が、投 票日の前にあ ら か じ め
投票日と同じように投票できる制度です。

町民体育祭キャッチフレーズの

問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

25

健康づくり課事業のお知らせ
言語リハビリ教室（★）

日時 8/7（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。

健康相談（★）

日時 8/8（木）10:00～12:00
内容 健康づくりについての相談を、保健師、管理栄養士がお受けします。

ソーシャルクラブ（★）

日時 8/26（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。

オレンジカフェ（★）

日時 8/22（木）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。

ウォーキング教室

日時 8/28（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。
☆印のついている事業は、総合福祉センターで実施します。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

介護保険 負担限度額認定申請について
下記の対象者に該当し、認定を受けた場合は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・介護老人保
健施設・介護療養型医療施設の各施設サービスや、短期入所生活介護（ショートステイ）
・短期入所療養介護
（医療型ショートステイ）
を利用した際の居住費（滞在費）
と食費の自己負担が減額されます。
介護予防短期入所生活介護と介護予防短期入所療養介護でも適用となります。
支給基準

利
用
者
負
担
段
階

部屋の種別

第１段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金の受給者で世帯全員（世帯
分離している配偶者を含む。）が住民税非
課税の方

第2段階

・本人および世帯全員（世帯分離している
配偶者を含む。）が住民税非課税で、本人
の「合計所得金額」
と
「課税年金収入額」
と
「非課税年金収入額」を合わせて80万円
以下の方

第3段階

・本人および世帯全員（世帯分離している
配偶者を含む。）が住民税非課税で、第2
段階に該当しない方

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型個室〈注〉
多床室（相部屋）
ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型個室〈注〉
多床室（相部屋）
ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型個室〈注〉
多床室（相部屋）

負担限度額［日額］
居住費（滞在費） 食費
820円
490円
320円
300円
※490円
0円
820円
490円
420円
390円
※490円
370円
1,310円
1,310円
820円
650円
※1,310円
370円

〈注〉従来型個室の居住費（滞在費）は、利用する施設により負担限度額が異なります。
※は介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院に入所 もしくは短期入所した場合の負担限度額です。
■次の①②のいずれかの場合は、給付の対象となりません。
①住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
②住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）
でも、預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
■認定期間は、申請日の属する月の初日から適用開始し、翌年の7月末日までです。
問・提出先 健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
広報よこぜ
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年に1回 胃がん検診を受けましょう！
胃がんは初期の段階では症状が出ることは少なく、かなり進行しても無症状の場合があります。
このため胃がんを
発見するには検診を受けることが必要となります。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、下記のとおり胃がん検診を実施します。すでにお申し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、健康づくり課へご連絡ください。集団検診と個別検診のどちらかを選んで受診
してください。
集団検診

個別検診
40歳以上の方
問診、胃部レントゲン撮影
令和2年3月31日
（火）
までに受診してください。

対
象
検診内容
日
程

8/23（金）、8/26（月）、9/9（月）

検診料

1,100円

2,500円

検診会場

総合福祉センター

指定医療機関（お申し込みの際にお知らせします）

申込方法
わくわく
ポイント

健康づくり課（1階3番窓口）の窓口にてお申し込みください。申込受付
お電話で健康づくり課へお申し込み
は令和2年2月28（金）
までです。
ください。
＊「検診料」
と
「運転免許証」
または「健康保険証」をご持参ください。
受診時にポイント付与します。
申込時にポイント付与します。
検診会場にカードをご持参ください。健康づくり課窓口にカードをご持参ください。

※次の方は検診費用が無料になります。
・満70歳（令和元年度中に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

結核検診を受けましょう！
結核患者数や結核による死亡者数は減少傾向にあります。
しか
し、結核がかつて国民病であった時代に罹患した方が、潜伏期間を
経て高齢化による免疫力の低下に伴い発症するケースが近年では
多くみられています。平成29年結核新規登録患者の約7割が60歳以
上で、特に80歳以上では新規登録患者の約4割を占めています。結
核と診断されても、医療や生活水準の向上により、きちんと治療する
ことで完治する時代になりました。年に1度の定期検診で胸部レント
ゲン検査を受け異常がないか確認しましょう。
町では、結核検診を胸部レントゲン検診として集団で実施してい
ます。下記の日程・会場で実施しますので、受診を希望される方は直
接会場へお越しください。

胸部レントゲン検診日程 受付：12:30～14:00
実施日

会場

8/2（金）

総合福祉センター

8/20（火）

町民会館

8/21（水）

コミュニティ防災センター

8/29（木）

コミュニティ防災センター

8/30（金）

コミュニティ防災センター

9/4（水）

町民会館

9/5（木）

町民会館

10/8（火）

活性化センター

問 健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

８月は特定健診受診強化月間
特定健康診査（特定健診）
とがん検診の申し込みはお
済みですか？
横瀬町では、糖尿病等の生活習慣病を予防し皆さまの
健康を守るため、特定健診・特定保健指導を実施していま
す。特定健診の対象者は、国民健康保険に加入している
40歳から74歳までの町民の方となります。
本町の国保対象者の健診等受診率は、割合にしておよ
そ10人のうち6人の方が健診などを受けておらず、町民の
皆さまの健康が心配される状況です。
そのため８月を特定健診受診強化月間と位置づけてい
ます。
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

広報よこぜ

受診の流れ
①申し込み→②送付された受診券を
確認→③日程表で受診日を選択→
④受診
※申し込みは電話でも受け付けます。
特定健診は無料で受けられます。
また、肺がん、前立腺
がん、肝炎ウイルス、結核検診も同時に実施しています。
特定健診は、健康状態を確認する良い機会です。
ご自
身の健康のために、年に1度の健診を受けるようにしま
しょう。
問 いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115
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「健康いきいき
チェックシート」の

ご協力をお願いします

問 地域包括支援センター
（健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116）

地域包括支援センターでは昨年度より、介護認定を受けていない75歳以
上の方を対象に“健康いきいきチェックシート”による健康状態の把握をさ
せていただいております。
今年度は、昭和19年4月1日～昭和20年3月31日の生まれの方を対象に、8
月中に“健康いきいきチェックシート”を郵送させていただきます。
チェックシートにご記入いただき、同封の返信用封筒にてご返送ください
ますよう、
ご協力の程、
よろしくお願いいたします。

敬老会のお知らせ
今年度も、町内全域の75歳以上の高齢者の方を町民会館へお招きし、下記のとおり
敬老会を開催します。対象の方には、民生委員さんから案内状が届きます。
大勢の方のご参加をお待ちしております。
日時 9/18（水）14:00～
場所 横瀬町町民会館
内容 「式典」および「アトラクション」
※今年度のアトラクションは、横瀬町老人クラブ女性部による舞踊、そして、
数々のものまね番組に出演！ 小林幸子ほかなりきりものまね！
！ お手軽幸
子こと
「まりもちゃん」
ものまねショーの2本立てです。
問 健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

拓け！新しい出会い！
魅力を紹介して、仲間を増やしてみませんか？
シニア世代の地域デビューを支援する
「ACTIVE YOKOZE」事業の一環と
して、10/27（日）開催の健康まつり会場「アクティブシニアブース」で、シニア 「こんな団体があったのね！」
団体の活動を紹介するパネル展を行います。
「こんな活動もしてるのか！」
作成を希望する団体は9/27
（金）
までに健康づくり課にお申し込みください。 自分たちの魅力を会場の皆さまに
※先着順 10団体まで
PRしてみませんか？
問 健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

人権標語の募集について
８月は、
「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」
です。
横瀬町では、青少年育成横瀬町民会議、横瀬町人権教育推進協議会および横瀬町教育委員会の共
催による人権標語を募集します。
人権問題の理解と認識を深めるための第一歩として、人権について考え、想いを作品にしてみませ
んか。ぜひ、
この機会に多くの皆さまの応募をお待ちしています。
所定の用紙または任意の用紙に必要事項を記

募集標語

応募方法

●人権意識の重要性を訴えるもの

入の上、郵送・Ｅメールまたはご持参ください。

差別や偏見、高齢者、障がい者、女性、子ども、外国人、いじ

募集期間

めや虐待問題、同和問題、戦争や平和などあらゆる人権課題

その他

8/1(木) ～ 31(土)

応募者全員に参加賞を、入賞者には賞状と記念品

をとらえ、
人権を尊重することの大切さを伝える内容の作品。

を贈呈し、特選作品は、広報よこぜ等への掲載を予定してい

応募資格

ます。

横瀬町内の小・中学生および町内在住・在勤の方
問・応募先 教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118
広報よこぜ
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捨てている木を商品券に！
「ちちぶ木の駅プロジェクト」

大切な人を自死（自殺）
で亡くされた方の
「語らいのつどい」

「ちちぶ木の駅プロジェクト」は、秩父の山に眠っている間

日時

9/10（火）13：30～15：30

伐材などを「木の駅」に出荷して、地域商品券で買い取るもの

会場

秩父保健所

です。

内容

同じ体験をされた方同士が、安心して語り合う場を提

木の駅出荷方法

木の駅の説明会に参加する等、
プロジェク

トの内容を確認した上で、出荷者申込み書兼登録証に必要
事項を記入し、振興課へ提出してください。なお、昨年までに

供します。
対象

家族や親戚、友人、職場の同僚など身近な人を自死

（自殺）で亡くされ、
ご自分から参加を希望する方（前日まで

登録がお済みの方は、登録手続きは不要です。

に事前申込が必要）。

木の駅概要

参加費 無料
問秩父保健所保健予防推進担当

出荷日 9/14㈯、10/12㈯、11/9㈯、12/14㈯、1/11㈯、2/8㈯、
3/14㈯の9:00から16:00
出荷場所

秩父広域森林組合木材センター内（寺尾2718-1）

買い取り価格

0.5㎥あたり2,000円分、1㎥あたり4,000円分

の地域商品券で買い取ります。

☎22-3824

家庭用ブロック積簡易焼却炉を
無料で回収します
町では、環境保全事業の一環として、家庭用ブロック積簡

説明会・チェーンソー講習会

易焼却炉の無料回収を行っています。回収を希望される方

安全に作業していただくためにも、奮ってご参加ください。

は次のとおりお申し込みください。

日時

8/31㈯ 9：00開始

場所

秩父広域森林組合木材センター会議室

期日
す。
）

参加費 無料（事前申込不要）
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

対象

家庭用ブロック積簡易焼却炉

条件
（１）回収日までにブロック単位に解体してあること。

道路上に張り出している樹木等の
伐採についてのお願い

（２）回収用の軽トラックが進入できる場所まで搬出してある

毎年8月は「道路ふれあい月間」です。道路を安全に利用し
ていただくために、道路上に張り出している樹木等の伐採に
ついてご理解とご協力をお願いいたします。
１

8月下旬を予定（申込者には後日回収日を連絡しま

こと。
申込

8/16（金）
までにお申し込みください。

問・申込 振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

次のような状況にある土地の所有者の方は、樹木等の

人を思いやる
心の大切さを考える

せん定をお願いいたします。
※道路に張り出した樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車
等に事故が発生した場合には、樹木の所有者が責任を問わ
れることがあります。

（横瀬中学校人権教室）

・道路や歩道に樹木等が張り出している。
・枯れ木、折れ木等による通行への障害がある。
（またはその
おそれがある）
・竹林等の繁茂による通行への障害がある。
（またはそのお
それがある）
２

作業時は通行車両、歩行者の安全確保と樹木からの転

落防止等の安全対策をお願いします。
３

緊急の場合は、道路通行の支障となる樹木や枝などを

予告なく伐採・撤去することがありますので、
ご理解をお願い

人権擁護委員横瀬部会は、7/10（水）に横瀬中学校2年生
（84名）
を対象に人権教室を行いました。
福祉体験学習の時間を利用し、人権擁護委員による寸
劇「人権を考える」や、彩の国思いやりマーククイズを通じ
て、生徒同士で話し合い、学び合いました。そして、
「人を思
いやる心の大切さ」について一緒に考え、人権についての
理解を深めました。

いたします。
問町道について
建設課（2階9番窓口） ☎25-0117
国・県道について 秩父県土整備事務所
管理担当・道路相談担当 ☎22-3715

離職中の看護職の方は、届出をお願いします
法律の改正により、看護職の資格をお持ちで就業していな
い方は県ナースセンターへの届出が努力義務になりました。
転居や出産育児等で離職した方は届出をお願いします。
届出方法

埼玉県看護協会HP上の
「とどけるん」
のページから

の入力、
または下記問い合わせ先にて詳しくご案内いたします。
問埼玉県ナースセンター ☎048-620-7339
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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第67回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会の開催および
交通規制予定のお知らせについて
第67回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会を下記のとおり、開催します。
沿道を力走する選手に温かい声援をお願いいたします。
また、大会開催に伴い、交通規制を実施します。
ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解、
ご
協力をお願いいたします。
開催日時 9/8（日） 9:00〜12:30
会場
上級部門（エリート・一般上級・高校生上級）
・開会式（秩父鉄道秩父駅前）
・パレード走行（秩父鉄道秩父駅前～和銅大橋入口）
・レース（東都秩父 C C入口～秩父市立大田小・中学校前の周回コース）
・閉会式（秩父市立大田中学校体育館）
初・中級部門（一般初級・一般中級・高校生初級・マスターズ・女子・中学生）
・開会式（秩父市立大田小学校前）
・レース（秩父市立大田小学校前を発着とする周回コース）
・閉会式（秩父市立大田中学校体育館）
秩父駅前、富田農園付近、秩父市立大田小・中学校

観戦場所

駐車場 ・みどりが丘工業団地

・
（株）昭通特装工場

※大田小学校までの無料バスを運行
交通規制

8:30〜12:30
大田・堀切・小柱・蒔田・品沢・伊古田地区周辺
※国道140号大塚交差点から新皆野橋、小柱方面への規制も
実施します。
※寄居皆野有料道路の小柱 I C、蒔田 I Cの規制も実施します。
問 秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会実行委員会事務局（土日祝日は除く)
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県県民生活部スポーツ振興課内
☎︎048-830-6953 FAX048-830-4967
E-メール a6940-04@pref.saitama.lg.jp
(一社)埼玉県自転車競技連盟
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-50
☎︎048-871-9433 FAX050-3737-1117
E-メール info@saitama-cf.com

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間の実施について
さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、子どもをめぐる様々な人権問題へ取り組む
ため、全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間として、通常の受付時間を延長するなどし、一人で
も多くの子どもたちから専用相談電話による相談を受け付けます。
期間
時間

8/29（木）～9/4（水）
まで
8：30～19：00（ただし、８/31（土）および９/１（日）は10：00～17：00
（IP電話からは接続できません）
☎0120-007-110（全国共通・無料）

相談担当者

法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会子ども人権委員会委員
（秘密は厳守します）
問さいたま地方法務局人権擁護課 ☎048-859-3507
広報よこぜ
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成人式の開催および実行委員会スタッフ募集
町では、次の日程で成人式を開催します。対象となる方には11月中旬ごろに通知します。
また、新成人の方で実行委員会スタッフとして式典運営の手伝いをしていただける方を募集しま
す。新しい門出の思い出に、自分たちの式典を運営してみませんか。お誘い合わせの上、ぜひご応募
ください。
●成人式の日程
日時

1/12(日)

受付 9：30

開式 10：00

対象

平成11年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた町民および横瀬中学校卒業者

会場

横瀬町町民会館ホール

●実行委員会スタッフ
募集人数
問・応募先

10名程度

8/30（金）
まで

募集期間

教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

内容

式典の受付・司会・ピアノ伴奏など

E-メール kyouiku@town.yokoze.saitama.jp

宝くじ助成事業でテーブル等を購入しました！
横瀬町第11区では、一般財団法人自治総
合センターが実施している「平成31年度宝
くじ助成事業」を活用し、テント2張り、テー
ブル20台とイス80脚を購入しました。
この宝くじ助成事業は、地域コミュニティ
の健全な発展を図るとともに、宝くじの普及
広報を目的とした事業です。
問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

マタニティストレッチ&ベビーマッサージを実施しました！
6/30（日）、町民会館において、妊婦さんを対象
としたマタニティストレッチと生後10か月までの
赤ちゃんを対象としたベビーマッサージを実施し
ました。
参加された妊婦さんからは、
「自宅でもできる
簡単なストレッチを教えてもらったので実践して
いきたい。
」
との声をいただきました。
また、ベビーマッサージは、
ご夫婦で参加され
ている方も多く、参加者からは「赤ちゃんとのふれ
あいの中でとても癒されました。」
「いろいろな方
との交流ができてよかった。」など、親子の愛着を
深める声が多く聞かれました。
次回は、11/17（日）を予定していますので、皆さ
んのご参加をお待ちしております。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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多くの方に利用！
子どもから大人まで誰もが気軽に立ち寄れる場所
昨年度に実施した「まちなか再生事業」の中で、町民との意見交換会やヒアリングなどを
行った結果、多くの方から様々な意見が寄せられました。
・誰でも気軽に立ち寄れる場所がない
・人が留まる場所がなく賑わいが感じられない など
特に「場所」についての意見が多く、さらには、官民連携プラットフォーム（通称：よこらぼ）で「場作りプロジェクト」も
採択（№35、№39）
しており、
「誰もが利用しやすい場所」
として、町内に２箇所の拠点ができました。

オープン＆フレンドリースペース「エリア898」
場所：横瀬1926番地（町民会館横：JAちちぶ横瀬支店旧直売所）
駅や小学校からも近く、国道に面したこの施設は、多くのボラン
ティアの手によって作りだした場所であり、今後、利用者の意見を
聞きながら、
さらに利用しやすい環境を作っていきます。
利用方法 イベント、会議、打合せなどについては、事前にまち経
営課までお問い合わせください。
一般開放日（どなたでも利用可）
：毎週金曜日（祝日、貸切日除く）
の10:00～17:00（※また、他の日でも、会議や打合せ時に、
スペー
スが空いていれば使用することもできます。）
※詳しくはイベントカレンダー（https://area898.space/）で確認
または、
まち経営課までお問い合わせください。

コミュニティスペース「さくらんぼ」
場所：横瀬5314番地1（語歌橋より秩父市方面へ100ｍ）
川西地区で小学校の通学路に面しているこの施設は、空き家を
改装してサークル活動やご近所の方の憩いの場としてスタート。
今では、ママが集う場所、小・中学生が宿題をするなど、子どもたち
も安心して過ごせる場所として、
利用者がドンドン増えています。
小学生以下は利用料無料、駄菓子の販売あり、麦茶は無料サー
ビス、その他紅茶、
コーヒーなど300円で飲み放題(ホットのみ)。
ハンドメイド商品の販売あり、委託販売随時募集中です。
利用方法

備品類

11:30～18:00（休日は不定休で、店内営業カレンダー

Wi-Fi、
プロジェクター、
スクリーン、ディスプレイ、

で確認できます。）

ホワイトボード等

Facebook、Instagramにも休業日の投稿あり

利用料

無料※今後は有料化も検討

備品類

Wi-Fi、子供向けおもちゃ等

利用者

誰でも

利用料

小学生以下無料、1時間まで無料、2時間まで100円※た

★募集★

一緒にエリア898を仕事や読書をしながら管理（簡単

だし店内で100円以上の購入で無料（以降1時間ごとに100円増し）
誰でも

な清掃含む）
してくれるボランティアを募集します。18歳以上の方

利用者

で興味がある方は、ぜひ、お問い合わせください。

問090-2486-3910（さくらんぼ）

問まち経営課

☎︎25-0112
●●●●●

よこらぼ6月審査の採択事業

●●●●●

第15回審査会（6/27開催）答申に基づき 2件 採択（提案件数 3件）
事業名・提案者

概要

提案者:一般財団法人データサイエンティスト協会

採択
事業名:小学生向け
「データサイエンス体験プログラ
No.60
ム」実証実験
提案者：東芝インフラシステムズ株式会社

採択
事業名：高齢者向け運動支援機器開発
No.61
（トレーニングアシストスーツ）

小学生向けに「データサイエンス」の考え方や楽しさを学ぶ体
験教室を開催し、知識教育だけではないデータサイエンス教
育カリキュラムの有用性を実証する。
プロジェクトがある程度進行した段階で公表。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
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小学生4〜6年生向け データサイエンティスト体験教室
みなさん
「データサイエンティスト」
という職業を知っていますか？
スマートフォンや電子マネー、みんなが遊んでいるゲームやお買い物、世の中にはたくさんの「データ」があふれて
それが「データサイエンティスト」
います。
そんな「データ」
を使いこなして、いろんなことを解決したり、便利にしたり、
のお仕事です。
これからのAI時代に必要とされる
「データサイエンティスト」の世界を、一緒に体験してみませんか？
9/15（日）13:00～15:30

日時

場所 オープン＆フレンドリースペース「エリア898」 秩父郡横瀬町大字横瀬1926（JAちちぶ横瀬店併設）
秩父市・横瀬町在住の小学生4～6年生

対象
参加費

無料

持ち物

筆記用具、飲み物

申込

右のQRコードより、保護者さま同意のうえお申し込みください。

注意事項

当日は保護者さまの見学はできますが、お子さんと一緒に参加はできません。

問まち経営課

☎25-0112

7/7(日)スポーツ交流館において、横瀬町子ども連絡協議会主催ドッジボール
大会が開催されました。朝からあいにくの雨が降り続きましたが、7地区から総
勢133名の子どもたちが集まり、各地区対抗戦と小学校3年生以下の低学年チー
ム対抗戦(各地区混成)が繰り広げられました。
低学年チーム対抗戦では、まだ小さい子どもたちが一生懸命にボールを投
げ、
コートを走り回る姿が、
とても愛らしく、そしてたくましく、大人たちに大きな
感心を与えました。
低学年チーム

1位

一方、地区対抗戦では、各チームとも数々のファインプレーが飛び出し、大き
な歓声が何度も沸き起こる中、最後まで息を飲む熱戦が展開されました。
結果、低学年チーム対抗戦では、1位Ｃチーム、2位
Ｄチーム、3位Ｂチーム、地区対抗戦では、1位山びこ
チーム、2位宇根Ｂチーム、3位根古屋チームが栄冠を
勝ち取りました。
上位チームには、今回初めて、ライオンズクラブ様
より、金、銀、銅のメダルが手渡され、子供たちも今ま
で以上にうれしさを感じた大会になりました。
（寄稿:横子連会長 富田 豊）

地区対抗戦

1位

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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整体など…法的な資格制度のない
「手技」
による
施術・契約トラブルに注意しましょう！
！
器具を使用しない手技による医業類似行為のうち、
「あん摩マッサージ指圧」
と
「柔道整復」
は、法的な資格制度のある施術となります。一方、
「整体」
「カイロプラクティック」
「リラクゼー
ションマッサージ」等には法的な資格制度はありません。そのため、施術者の技術水準や施
術方法・内容にばらつきがあるようです。また、
「施術後に身体の異常を感じた」、
「症状改善
問秩父市消費生活センター
☎25-5200

のため、継続的に通える割安な回数券を説明され、その場で高額な契約をしたが、途中で解
約し返金してほしい」
といった整体院等に関する相談が寄せられています。

【消費者へのアドバイス】

①疾病がある方は、施術を受ける前に医師に相談しましょう。疾病がある場合、施術によっ
て症状が悪化する場合があります。
②事前に施設の情報収集をし、情報を見極めて施術や施術者を慎重に選びましょう。
③施術を受ける際は、施術者に自分の体調や希望をきちんと伝えましょう。万が一、施術後に
身体の異常を感じた場合は、施術を受けた施設に申し出るとともに、なるべく早く医療機関
を受診しましょう。
④自分で施術を希望し、整体院等に出向いて施術の契約をした場合は、
クーリング・オフ制
度は適用されません。また、継続的な契約を中途解約する場合の解約金や返金額は、原則
として事業者の約款によるものとなります。そのため、
「回数券は割安で絶対にお得！」
とい
う説明を受けてもすぐには契約をせず、施術内容や解約の条件等をよく確認して慎重に検
討しましょう。

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。

下水道のはなし
公共下水道とは？

〜横瀬の水環境を守りましょう！〜
下水道の利点について
横瀬の水環境を守るためには？

下水道は、家庭の生活雑排水を下水道管で集め、汚水処理

くみ取り便槽や単独処理浄化槽の使用は台所・洗面所・

施設で衛生的に処理し、きれいな水にしてから河川等へ放流

お風呂等の生活排水が未処理のまま道路側溝や河川等に

する仕組みです。

放流されてしまうため、水質保全のためには好ましくありま

下水道の目的は、生活環境を衛生的に改善し、公共用水域
の水質を保全することにあります。

せん。
下水道供用開始区域内にお住まいの方は、下水道の利点
をご理解いただき、将来世代にきれいな水資源を残すため

下水道の利点はどんなところ？

にも早期に下水道へ接続していただきますようお願いいた

（1）
くみ取り等の必要がなく、設備が汚水の流れる配管部分だ
けになるため維持管理が簡単です。
（2）汚水が地中の下水道管を流れるため、臭いの発生が抑え
られます。

します。

下水道区域外の地域は？
下水道区域外の地域では、町が合併処理浄化槽の設置・

（3）家庭から排出される汚水を下水処理場で処理してから河
川等に放流するため、公共用水域の水質や水量を守ること

維持管理を行う
「浄化槽設置管理事業」を推進しています。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

につながります。

問 建設課（2階9番窓口） ☎25-0117
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スポーツで顕著な成績をおさめられた方を表彰します
町では、多年にわたり横瀬町のスポーツ振興に貢献した方、
または各種スポーツ大会において顕著な成績をおさ
められた方を、町民体育祭において表彰しています。
自薦・他薦は問いませんので、次に該当する方の推薦をお待ちしております。
●スポーツ功労賞
・横瀬町のスポーツ振興に寄与し、その功績が大であること。
・同一競技に30年以上携わり、他の模範となる者であること。
・これまでに同じ表彰を受けていないこと。

受賞資格
大会

対象

埼玉県
関東・東日本
全国規模
国際

●スポーツ優秀選手賞
対象期間 平成30年9月1日～令和元年8月31日
対象 横瀬町に在住、在勤および在学または横瀬町出身の方
申請期限 9/2（月）
まで

一般（個人・団体）

高校生以下
（個人・団体）

優勝
3位以内
6位以内
出場

3位以内
6位以内
出場
出場

問 教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

スポーツ少年団員を募集しています
スポーツ少年団では、小・中学生のみなさんの入団をお待ちしています。
親子一緒にスポーツ少年団活動に参加すると、子どもの成長ぶりを間近で見られるだけでなく、大会参加などでは、
親子で喜びやくやしい思いを共有できます。共通の話題が増え、親子の絆がより強まります。
まずは、下表の単位団の活動を見学し、その単位団において入団手続きをしていただきますようお願いします。
「スポーツ少年団」
とは
発育発達期の子どもたちにスポーツに親しむ機会を提供し、心身ともに健全に育てることを目的とした団体です。
たとえ運動が苦手と思われるお子さんでも、計画的･継続的な活動によって基礎体力や筋力を身につけることがで
きます。特に、運動を習慣づけることにより、身のこなしも素早くなり、
とっさのときの危機回避能力が向上します。
また、
体力の向上は、病気に強い健康な体づくりにもつながります。さらには、集団活動の中からチームメイトとの強い友情
が育まれ、子ども同士や大人と接する機会も多いため、社会性や礼儀も身につきます。
横瀬町内では、次の6つの単位団がそれぞれ活動しています。
単位団名
横瀬柔道
横瀬剣道
横瀬武甲
（軟式野球）
横瀬町ソフトテニス

代表者
町田 勝一
嶌﨑 正昭
逸見

和秀

櫻井

善雄

横瀬ミニバスケットボール

浅見

幹雄

横瀬サッカー

八木原宏明

練習日程
毎週火曜日 19:00～21:00
毎週火・金曜日 19:00～21:00
毎週土・日曜日、祝日
8:00～13:00（試合等により延長有）
毎週日曜日 13:00～16:00
毎週火・木・日曜日
18:30～20:20（火・木曜日）
9:00～12:00（日曜日）
毎週土曜日 13:00～16:00
毎週日曜日 8:30～12:00

練習場所
横瀬中学校体育館内柔道場
横瀬中学校体育館内剣道場
町民グラウンド ほか
横瀬中学校テニスコート ほか
横瀬町スポーツ交流館
（横瀬小学校体育館）
町民グラウンドおよび
横瀬小学校第2グラウンド

問 横瀬町スポーツ少年団本部事務局（教育委員会内・2階6番窓口） ☎25-0118

■入札結果
入札日

6/5

（単位：円）

担当課

工事等の名称

子育て支援課 横瀬町子ども子育て支援事業計画策定業務
健康づくり課
建設課

入札日

第3次横瀬町健康増進計画・食育推進計画及
び自殺対策計画策定業務
町道3175号線改築工事

6/20

担当課
建設課
振興課

契約方法

予定価格

落札（決定）金額

指名

非公表

1,727,000

指名

非公表

2,464,000

指名

39,782,600

38,390,000

（単位：円）

工事等の名称
契約方法
横瀬町下水道管渠（川東汚水支線３６２外）
指名
実施設計業務委託
町道５号線測量、物件調査業務委託
指名

予定価格

落札（決定）金額

非公表

19,690,000

非公表

8,532,000

・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

落札（決定）
者
㈱ジャパンインターナショナル
総合研究所
㈱ジャパンインターナショナル
総合研究所
㈱大場建設
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落札（決定）者
㈱ＮＪＳ関東事務所
㈱南建設

こんにちは
!

保健師です

40

気にしていますか？骨の健康

20

●骨量は徐々に減少しています

骨は 歳ごろまでにつくられ、 歳ごろまでは一定の骨量を保っていま

骨量の減少ができるだけ抑えられるよう、骨量が急激に増える思春

すが、 歳を過ぎたころから骨量は徐々に減少していきます。

期や骨量が維持される成人期に十分なカルシウムを摂り、最大骨量を

高くしておくことが大切です。もし高められなくても、定期的に運動を

するなど、
骨量の減少をできるだけ抑える努力が重要です。

●骨を健康に保つ生活習慣

日本人は慢性的なカルシウム不足と言われています。食事中のカルシ

ウムが不足すると、不足分を骨から取り出して、血液中のカルシウム量

横瀬町では、今年度も骨密度測定(踵部超音波検査)を
実施します。
日程 8 / 2（金） 特定健診と同日実施
8/23（金） 胃がん検診と同日実施
10/ 2（水） 乳がん検診と同日実施
10/27（日） 健康まつり/骨密度測定単独実施
対象 30歳以上の方
申込 希望される方は、健康づくり課・保健グループまでお申し
込みください。なお、対象となる方がいる世帯には、5月に検診
申込書を送付しています。申込みをされなかった方もまだ間に
合いますので、ぜひお申し込みください。

を一定に保とうとする働きが起こります。食事では、牛乳や小魚、
ほうれ

ん草、
ひじき、大豆製品などを組

み合わせてカルシウムの摂取量

またビタミンＤも骨の健康に

を増やすようにしましょう。

欠 かせない成 分です。ビタミン

Ｄが不 足 すると、骨にミネラル

を正常に沈着させることができ

な くなってしまいま す。食 事の

ほか、ビタミンＤを合 成 するた

めに適度な日光浴も大切です。

さ らに、骨 は、負 荷 がかかる

ほど骨をつくる細胞が活発にな

り、強 くなる 性 質 がありま す。

中でもウォー キングは、日 光 浴

おすすめです。

ができ、負 荷 もかけられるため

●骨密度測定で骨の強さを判定しましょう！

40

今月の記事担当：村越

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

防災を自分ごとにする
「避難スイッチ」
横瀬町長

よしなり

ほど工夫しないと防災訓練が「いざという時、実践でき
る」のは難しいということだろうと思います。長い間、大
規模な災害を経験していない横瀬町ならなおさらで
す。では、
どうしたら災害時「実践できる」に結びつくの

富田 能成

か？私は、
「防災を一人ひとりが自分ごととして捉える」

6/16（日）、多くの皆さんのご協力をいただいて、災

というところがまずは第一歩だと考えます。

害時初動訓練を実施しました。今回で4回目となるこの

皆さんは「避難スイッチ」
ということばを聞いたこと

訓練、今年は、
ブコーさん見守りネットワーク事業との

がありますか？電源を入れるスイッチのごとく、住民

合同開催や炊き出し
（今回は総合福祉センターで実験

が、避難を開始する基準（スイッチ）をそれぞれもつと

的に実施）、など新たな取り組みも実施しました。回を

いうことで、雨や河川の状況や、外部からの災害情報な

重ねてきて年々進化してきているのは確かですが、ま

どを判断基準にして、あらかじめ各個人が避難開始の

だまだの部分も多く、皆さんの声を聞いて、改善改良に

基準を考えておく
（＝防災を自分ごととしてとらえる）、

努めてゆきたいと思っています。

というものです。
とても大事なことだと思います。いざ

先日、熊本県益城町の西村町長から直接話を伺う機

というとき、
もちろん私たち町役場は一生懸命頑張りま

会がありました。西村町長は、昨年大きな災害を経験

すが、命を守るのはまずは皆さん自身です。
これから、

し、
「それまでの防災訓練は、あまりにʻ学芸会的ʼだった

台風など注意が必要な季節になります。
より一層、町の

と反省した。」
とおっしゃっていたのが印象的でした。
よ

防災意識を高めていければ幸いです。
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両手で「七七（7月7日）を表し、前方にお
ろす。
（七夕飾りの様子）
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

みんなで一緒に
を 学ぼう

七夕

手話

水平に置いた両手を引き寄せ
親指側をつけ合わせる。

第４回 ﹇
● 季節のイベント﹈

親指を人さし指に乗せた右手
こぶしで首筋をあおぐように
動かす。

休み

暑い夏 がやってきました︒今 月の手 話は季 節のイベントです︒
﹁ 夏 休み﹂と
﹁七夕﹂を学びましょう︒
秩父地域の七 夕まつりは８月７日です︒ひこ星とおり姫が１年に１度めぐ
り合う日︒色とりどりの短冊に願いごとを書いて笹に飾ってみませんか︒あな
たの願いも叶うかもしれませんね︒

夏

!

協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会

社会を明るくする運動を
実施しました

地域おこし協力隊に新メンバー

第69回社会を明るくする運動にあたり、保護司と更生保
護女性会の方々が、7/6（土）に、
「寺坂棚田ホタルかがり火

地域おこし協力隊は、7/1から新たに1名のメ

まつり」の会場にて、犯罪や非行のない明るい社会を築く

ンバーが加わり、総勢7名で活躍中です。

ために啓発物品を配布し、協力を呼びかけました。
また、9日（火）には、企業訪問や横瀬小･中学校でのあ

谷

いさつ運動を行い、協力を呼びかけました。

隼太 さん

［出身地：東京都板橋区］
元々地域づくりに関わる
仕事をしていたこともあ
り、
よこらぼ（官民連携プ
ラットフォーム）の取り組みに注目していました。
今回そのよこらぼ運営のお手伝いさせて頂きな
がら、私自身の経験を活かし、少しでも町の活性
化に貢献できたらと思っています。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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子育て

4・5・6月生まれ「おたんじょう会」

ふれあい
コーナー

横瀬児童館で、4・5・6月生まれのお友だちをお祝いしまし
た。お誕生カードのプレゼントがあり、みんなでエプロンシ
アターを観て楽しみました。

「こぐまの森」ハーフバースデーおめでとう
あそびのひろば「こぐまの森」で、10・11・12月生まれのお
友だちに、ハーフバースデーのお祝いをしました。
「こぐまの森」は、今年４月から始まった親子のあそびのス
ペースです。未就園児を対象に、児童館職員が遊びを提供
したり、子育て相談に応じていて、ハーフバースデーのお祝
いは、３カ月ごとに実施していきます。対象のお子さんには
招待状が届きますので、ぜひ利用してください。

「子どもの成長を支える講演会」を開催します
現代社会においては、
大人も子供も様々なストレスにさらさ
れています。仕事や家事に追われて、ついイライラしてしまう
なんてことはありませんか。
講演をとおして、
怒りの感情をコン
トロールする術を学び、
同時に
「叱り方」
についても一緒に考え
てみませんか。
日時 8/23
（金）
13：30～15：00
（受付は、
13:00から）
会場 横瀬小学校 コンピューター室
演題 「怒り・感情のコントロール術（アンガーマネジメント）
＋“ 叱り方 ” 研修」
講師 宮前 昌美氏（日本アンガーマネジメント協会 ファシリテーター）
問教育委員会

☎25-0118

横瀬町児童・生徒の見守りのお願い
横瀬小・中学校は8/26（月）
まで夏休みです。児童・生徒に
とっては開放的になり、飲酒・喫煙・夜間徘徊など非行問題
行動に巻き込まれやすい期間でもあります。そこで、横瀬町
の子どもたちの健全な育成を、地域の皆さまの温かい目で
見守っていただきますようお願いします。また、保護者の皆
さまにおかれましては、生活が不規則になりがちなこの期
間、計画的に学習や家の仕事をさせ、有意義かつ安全な夏
休みが送れるようご指導をお願いします。
何か気になることがございましたら、学校または教育委員
会へご連絡ください。
【参考】埼玉県青少年健全育成条例には、
「保護者は、深夜（午後１１時
から翌日の午前４時までの間をいう。）に青少年を外出させないように
努めなければならない」
（第２１条）
とあります。保護者としての責任か
らも児童・生徒の見守り、指導をお願いいたします。

【こぐまの森】毎月第４木曜日
（乳幼児健康相談と同時開催）
10：00～11：30・予約なし／利用料無料
場所 総合福祉センター2階
問横瀬児童館

☎22-2072

問横瀬小学校 ☎22-0618 FAX22-5368
横瀬中学校 ☎22-0684 FAX23-4510
横瀬町教育委員会 ☎25-0118 FAX 23-9349

テーマ「雨の日」

学童保育室壁画より

「どしゃぶりの雨にしたよ!」

「雨の日を思い浮かべて
描きました。」
たか なし ゆう ま

かさはら れんすけ

笠原 蓮介

梨 佑真

くん
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くん

「パパママのためのカメラ教室」参加者募集！

子育て応援

町では、親子やご家族で楽しく参加できる
「子育て応援講座」
を実施しています。
今回は、
「お持ちのカメラでお子さんの成長を写真に残そう」をテーマにカメラ教室を行

番

います。運動会やイベントで役立つこと間違いなし！親子で楽しめる内容ですので、ぜひご参
加ください。

横瀬町にお住まいの1歳からおおむね就学前までの幼児

対象

日時

9/8（日）10：00

場所

横瀬児童館

内容

初心者向けの基礎講座

およびその家族
定員 15家族（先着順）

無料

8/13（火）8：30から電話にて子育て支援課へお申し込み

申込

（カメラの持ち方からシーン別の画の

参加費

ください。

作り方まで）

子育て支援課（1階2番窓口） ☎２５-０１１０

子育て応援【にっこり、ひゃくとうばん（110番）】

令和５年３月末を目途に保育所機能を民営化し、
横瀬町保育所を閉所する方向で進めていきます。
人口減少が続く横瀬町は、
このまま何の取り組みもしないで

預ける施設の選択肢が増えることとなりました。

人口が推移した場合、
約20年後の2040年には4,900人、
約40年

横瀬町では、子ども・子育て支援会議、議会全員協議会等

後の2060年には2,600人規模まで減少することが想定されて

の貴重なご意見、認定こども園の状況等も踏まえ、限られた

います。そこで町では、そのような事態を避け、町の持続可能

町の資源を有効に活用し、
より良い町民サービスに結びつけ

性を高めるため、中長期的な取り組みを、いろいろな視点から

られるよう、令和5年3月末を目途に横瀬町保育所を閉所し、

行っています。
“保育所機能の民営化の検討”もその1つです。

町内、近隣市町の認定こども園、保育園等を利用していただ

保育所機能の民営化については、少子化による保育所児
童数の減少、施設の老朽化（昭和60年新築）等により平成28
年度から検討してきました。

く方向で進めていくことといたしました。閉所後も確実に保
育サービスが受けられるよう対応していきます。
なお、横瀬町保育所では、令和4年4月に入所する児童まで

子ども・子育て支援会議で議論していただき、平成29年2
月には「保育所機能の民営化検討報告書」を町にご提出いた
だきました。議会全員協議会でもご協議いただきました。

募集は行う予定です。
今後も、子育て世代のニーズの把握に努め、
より一層充実
した子育てサービスが提供できるよう考えていきますので、

また、平成30年4月から、秩父ほうしょう幼稚園や秩父市内

ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

の私立幼稚園3園が認定こども園になりました。
これで秩父
郡市内の幼保連携型認定こども園は計6園となり、子どもを

問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

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

2歳児歯科健診・3歳児健診
8日（木）
●赤ちゃんくらす
20日（火）
●乳幼児健康相談
22日（木）
●3〜4か月児、
9〜10か月児健診
BCG予防接種
22日（木）
●

保育所等に入っていない

24日（土）
お子さんとそのご家族を
9：00〜12：00

問子育て支援課

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：

横瀬町役場
はぐくみ相談（運動の相談・要予約）
21日（水）

●

1人当たり2,000円／1日

問横瀬町保育所

☎22-1802

横瀬町教育委員会定例会の 日時 8/28（水）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

問子育て支援課

☎25-0110

8月

児童館
メープルの森

●

5・19・26日（月）

おはなし会

21日（水）

●

ママサロン
横瀬児童館
28日（水）、30日（金）
横瀬町町民会館
7日（水）

●

長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 2・9日（金）
皆野町皆野総合センター

21日（水）

秩父市子育て支援センター 23日（金）
まちかどコンサート

●

人形劇

●

問横瀬児童館

7日（水）
21日（水）

☎22-2072

※傍聴を希望される方は、8/27（火）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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月曜・祝日・年末年始休館

公民館講座 参加者募集
●年金アドバイザーが教える！人生100年時代
～新しい時代に備えるヒント～
『楽しく学ぶ公的年金講座』

日時

8/31（土）13：30～15：30

講師 メットライフ生命保険会社
武蔵野銀行横瀬支店

池田

小林

泳三

篤央

町民会館 大会議室

場所

無料

参加費
定員

30名

申込

横瀬町町民会館

締切

8/30（金）

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

●土曜ミュージアムトーク
日 時 8/31（土）10:30～12:00
テーマ 明治期横瀬の移り変わり
場 所 横瀬町歴史民俗資料館
●「芦ヶ久保の獅子舞」が行われます
8/16（金）芦ヶ久保白鬚神社の例大祭において、埼玉県
指定無形民俗文化財「芦ヶ久保の獅子舞」が行われます。
皆さんお誘い合わせの上ぜひお越しください。
また、前日には、道の駅あしがくぼにおいて、
「ブッツォロ
イ」
と称して総仕上げを行います。今まで練習してきた曲目
を一通り演じますので、
こちらもぜひごらんください。

☎22-2267

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！
！

柳
川

「公民館だより」NO.2を7/1（月）に発行しました。
7月号は、文化協会H30年度決算報告、7月から8月までの公民

◆髙田

館講座の参加者募集などおしらせがいっぱいです。
詳しくは、町民会館窓口、横

哲郎 選

ギャンブルは元本保証カットされ

懲りもせず一か八かの穴狙い

瀬町のまんぼう掲示板、ホーム
ページをごらんください。

月曜・年末年始休館 問横瀬町立図書館 ☎22-2267

岸岡
鯉甲

正夫

横田賭司楼

齋藤

大野たかお

孝全

小石川邦二

加藤

市憲

音

玉井

知

世界旅行の今カタルニア︵イタリア︶と子の便り
百 合

青空に向かって放尿日本晴

ロボットに仕事獲られてえ〜世かい

賭け事は古兵が野戦で良く教え

令和の日入籍に沸く過疎の町

機密費でマスコミ買収改憲へ

入院は時間ばかりが仕事なり

●「公民館だよりNO.2」発行

推薦
図書

横瀬
書道
サー
サ
ー
サークル
中村 和子 さん

月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

ばらいろのかさ
アメリー・カロ 文／ジュヌヴィエーヴ・ゴトブー 絵
野坂悦子 訳●福音館書店
明るい太陽のようなアデルは、
みんなの人気者。けれども雨が苦
手。雨がふると、気持ちがしずみま
す。そんなアデルがある日みつけ
たものは…。

8月特設コーナー●自由研究・自由工作コーナー
主に小学生向けの自由研究・自由工作に関するおすすめ図書
をピックアップしました。

★8月のナイトライブラリー 7・14・21・28日
（水）
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公民館講座を開催しました！

♬

●「エコクラフトで作る素敵なかごバッグ」

6/26（水）
と7/3（水）に、町民会館で素敵なかごバッグを

作りました。
30名の方が参加して、2日がかりでオリジナルの夏らしい

♬ 8月の月１まちかどコンサート
「親子で楽しむサマーセッション！」
るるる♪みゅ～じっく
のふたりと楽しく、遊びながら歌いましょう！
出演 るるる♪みゅ～じっく
日時 8/7（水）11:00～
場所 横瀬児童館

「かごバッグ」
ができました。
これからの季節にぴったりです。
今年の夏の流行は「横瀬町」から発信します！

Report
♬ 小学唱歌と童謡を歌う会

時鳥の透る鳴声嬉しかり丈夫に事無く過ぎし一年

群衆の時過ぎたれば僅かなる赤きかがり火に想いを燃やす

父という温かき者を懐に孝行済さずの子を生きている

散歩路と野菜畑の接点に会話とけ合う友を得楽しき

友の通夜早苗田に鳴く蛙音われに泣くなと言いしものかわ

茅の穂休耕田をうめつくし白き海原さざなみの如

童うた遠く近くにきこえ来て早苗田の面風渡りゆく

赤岩

若林

由江

イヨ

中川美也子

島田

壮次

八木原千恵

町田

茂

八木原優子

町田

タミ

惠夫 選

旧道をゆけばほんのり匂い来る垂れて群れ咲く野い薔薇の花

浅見

信子

◆富田

梅雨最中赤・白・ピンクに咲き盛る五月の花の見事なりけり

新井

悦子

歌
短

ブレーキを軋ませ貨車はゆるゆると巡礼道の踏み切り閉ざす

小泉

邦子
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あき

蔓引けばアラッ嬉しや新じゃがは大家族となり吾を迎える

斉藤

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

竹やぶのわずかな隆起見つけては甥と一緒に掘るを楽しむ

7/7（日）、寺坂棚田ホタルかがり火まつり特設ステー
ジにて、文化協会サークル「オカリナサークル・マザー
グース」によるオカリナの演奏を披露していただきまし
た。雨天が心配されるなか、なんとか天気も持ちこたえ
て 、一 夜 か ぎりの
幻想空間のはじま
りを 演 出してい た
だきました。

齋藤トシ子

7/6（土）、総合福祉センターにて、文化協会サークル
「フラサークルhiehie」によるフラダンスを披露してい
ただきました。最後は皆さ
んでフラを踊って、楽しん
でいただきました。

乾きたる畑に雨は沁み通る眺むる吾の心にも沁む

6/11（火）、町民会館ホワイエにて
「小学唱歌と童謡を
歌う会」の皆さんによる合唱をお届けしました。
配布した歌詞
カ ード を 手 に 、
観覧の皆さんに
大きな声で楽し
く歌ってい た だ
きました。

YOKOZE

よこぜ 情 報 掲 示 板
イ ベ ント

埼玉県県民の森の催し
●木工工作教室

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）

8/3（土）
、4（日）、11（日）
、18（日）

日時

10：00～14：00
巣箱を作ったり、電動のこぎりで動物の型抜きをしま

内容

す。
また、ヒノキ丸太をのこぎりで切り、
コースターなどを作り
ます。
定員 なし
申込

参加費

対象

●わくわく自然探検～昆虫を探そう～
8/10（土)10：00～14：00

内容

県民の森は自然の宝庫です。
どんな昆虫に会えるかな？

対象

小学生以上（小学生は保護者同伴）

日時

8/17（土)17：00～20：00

内容

夜の森で活動するムササビやニホンジカの生態を

800円

参加費

9/21（土）～22日
（日）9:00～16:00（２日間）

専用のロープやサドル（安全帯）、安全保護具を利用

内容

そば・うどんの生地を練る時に使う
「こね鉢」を手斧

（ちょうな）や鑓鉋（やりがんな）などの特殊な道具を使い、

服装

2,000円（保険料含）

長ズボン、運動靴

申込 8/14（水）
まで

11,000円（外径40cm）／19,000円（外径54cm）
大人（20歳以上）

対象

定員 10人（申込順）

申込

9/6（金）
まで

●秩父鉱山探訪

8/31（土)10:00～14:00

日時

9/23（月・祝）10:00～16:00

ツリフネソウやヤマジノホトトギスなどの山野草を

内容

露天掘り跡の見学、川原で鉱物を採集し標本を作

るなどして、鉱山と人との関わりを学びます。

県民の森管理人の案内で探索します。
参加費

2,000円／人（小学生1,500円／人）

参加費

小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 10人（申込順）
申込

二日間かけて手彫りで製作します。
参加費

小学生以上（小学生は保護者同伴）

●遊歩道自然散策～県民の森の四季を楽しむ～

対象

9/1（日）

日時

定員 各回5人（申込順）

内容

申込

各回１時間

※ツリークライミングＲジャパンの有資格者が指導します。

日時

1,000円／人
小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 10人（申込順）

して木に登り、
自然と一体感を味わいます。

参加費

す。利用方法は様々ですので、オリジナルの形のしゃもじを作る

●木鉢（こね鉢）作り

8/24（土）10：00・11：00・13：00・14：00

対象

栗材を使用して、大・小各一本ずつしゃもじを手作りしま

対象

8/14（水）

内容

9/8（日）10：00～12:00

内容

参加費

小学生以上（小学生は保護者同伴）

●ツリークライミング体験
日時

日時

ことが出来ます。

観察します。
定員 10人（申込順）

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

●栗の木deしゃもじ作り

●夏夜の野生動物観察会

申込

誰でも
（参加費無料、事前予約なし）

彩の国ふれあいの森の催し

500円

8/7（水）
まで

対象

地域密着型ラジオ局／コピーライター

企画・運営 MOSAʼS[モサーズ]

日時

申込

8/24（土）18:00開演

※変更の場合有

不要（材料がなくなり次第終了）

参加費

や生き方について語ります。
日時

講師職業

100円～

定員 10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

場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧直売所）

小学生以上（小学生は保護者同伴）

対象

information

小学生以上（小学生は保護者同伴）

対象

500円

定員 10人（申込順）

8/28（水）
まで

※申し込みは電話にて受付します。その他の催しはホーム

申込

9/16（月・祝）
まで

●昔ながらの栃餅作り
（皮むき・アク抜き）

ページにて http://www.chichibu.ne.jp/~ssinrinp/kenmori-2.

日時

9/29（日）10:00～14:00（12/15（日）餅つき編 全2回）

html

内容

一般的には手に入りづらい希少な栃の実を使用し

問埼玉県県民の森

☎23-8340

た、皮むき・アク抜きおよび餅つきを体験します。今回の

ちちぶ女声合唱団クラングファルベ演奏会
日時

9/16（月・祝）開場13:30／開演14:00

場所

秩父ミューズパーク音楽堂

内容

雛の春秋・懐かしの歌等
指揮 宮寺勇 伴奏 冨田ひとみ
ゲスト Chor Ursa Major（男声アンサンブル）

入場料 無料
問090-3520-5579（新井）

皮むき・アク抜き編と餅つき編の全二回です。
（餅つき時
にのし餅1枚・あん餅2個をお持ち帰り頂けます。）
2,000円／人（全2回分）

参加費
対象

小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 15人（申込順）

申込

9/22（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

募集

埼玉県立長瀞げんきプラザの催し
●長瀞でイングリッシュキャンプ！～Let's have fun!～

東京2020オリンピック聖火リレー
埼玉県聖火ランナー募集
東京2020埼玉県聖火リレー実行委員会は、オリンピック聖
火ランナーを募集中です。
「ぜひとも、埼玉県を走りたい」
とい
う方のご応募をお待ちしています。
7/1（月）～8/31（土）

募集人数

65人

主な応募要件

2008年（平成20）年4月1日以前に生まれた人

応募方法 県ホームページの応募フォームに必要事項を入力
してください。県ホームページアドレス

講習日 ①10/5（土）
、12（土） ②10/26（土）
、11/2（土）
①②9:00〜16:00

放し、一般の学生と一緒に学んでいただく機会を提供します。
8/1（木）

①事業名②参加者氏名（ふりがな）③年齢

日時

9/1（日）10:30～16:30（予定）
17チーム60曲を予定。ハワイアンミュージシャンの「日

☎090-4090-6751

日時

8/23（金）13：30～15：30

場所

小鹿野高等学校化学実験室

定員 15組

対象

小・中学生（小学生は保護者同伴）

8/20（火）
までの平日8：30～16：30に電話申込
※8/13～16日は学校閉庁日のため受付できません。

問県立小鹿野高等学校

☎75-0205

第2回弓道教室開催

費用

各科目10,000円程度

申込

県ホームページ（http://www.pref.saitama.lg.jp/

a0603/4-rikarento.html）の募集案内を確認の上、各大学へ直

涼やかな初秋の夕方、
スポーツ教室で爽やかな汗をかいて
みませんか？未経験の方も、経験のある方も大歓迎です！お気
軽に参加ください。※用具はすべて用意してあります。
日時

9/3（火）
・5（木）
・7（土）
・10（火）
・12（木）
・14（土）の全６回
18：00〜

場所

三菱マテリアル弓道場

参加費 無料

問教育委員会（2階6番窓口） ☎︎25-0118

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

FAX66-0106

サークルの皆さんが、
日ごろの成果を発表します。

申込

科目 経済政策、社会福祉、語学など

☎048-830-3263

8/26（月）
まで

特殊な方法でピカピカ光り、伸びるスライムを作ります。

55歳以上の方を対象に、23の大学が様々な分野の講座を開

問埼玉県高齢者福祉課

定員 20名
申込

県立小鹿野高等学校公開講座
ピカピカ★のびのび・スライムづくり

大学の開放授業講座の受講生募集

接申込

8,000円

問フラ ナニモアナ 主宰 豊田広美

問熊谷高等技術専門校 秩父分校
☎︎22-1048
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0808/

県内22大学、都内1大学

参加費

※内容、出演希望などについては問い合わせ先まで

往復はがきまたはホームページで

場所

小学5～6年生

対象

下貴博」
さんと
「吉野麻衣子」
「牛島敬太」
さんがゲスト出演

9/1（日）～10（火）
まで

おおむね9月〜2月

子ども達で行う、２泊３日のキャンプです。
テント泊や

内容

①3,456円 ②2,160円

期間

内容

川でのアクティビティ、野外炊事などを行います。

主催 フラ ナニモアナ
（主宰:豊田広美）

①2,000円 ②2,000円

県内在住の55歳以上の方

9/14（土）～16（月・祝）

秩父地域をはじめ、フラダンス活動をされているチームや

②介護職員向けPowerPoint2013

対象

日程

第3回秩父フラフェスティバル
in秩父ミューズパーク野外ステージ

①Jw_cad（建築系）基礎

募集開始

8/18（日）
まで

問埼玉県立長瀞げんきプラザ ☎︎66-0177
http://www.nagatoro-genki.com/

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

申込

定員 20名

④性別⑤住所⑥連絡先

問埼玉県聖火ランナー募集コールセンター
☎︎048-825-1130（平日9:00～18:00）

受講料

6,000円

■必要事項

events/otr-torchbearer.html

テキスト代

小学3年生～中学3年生

対象

※申し込みは、はがき、電話、FAX、
メールにて受付します。

https://www.pref.saitama.lg.jp/oly-para/

間

ションや野外炊事、
ネイチャークラフトなどを行います。

～子どものためのチャレンジキャンプ～

人（在住、在勤、在学、活動実績、家族または親戚の居住など）

時

1泊2日でイングリッシュキャンプをします。
レクリエー

●長瀞キャンプシリーズ

（国籍・性別不問）／現在または過去に埼玉県にゆかりのある

講習名

9/7（土）～8（日）

内容

参加費

【募集概要】
募集期間

日程
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YOKOZE

よこぜ 情 報 掲 示 板
第66回秩父美術展のお知らせ
日時

お知らせ

9/30（月）～10/6（日）
9：00～17：00（最終日は15：00まで）

「ブコーさん号」の運行変更のお知らせ

秩父市歴史文化伝承館

場所

「川連製作所」付近通行止め

種目 絵画・書・写真・彫刻・工芸
秩父郡市内に在住、在勤、在学（高校生以上）する者

対象

1人2点以内

出品点数

実施日 8/11（日・祝）～15（木）
内容

10:39「川連製作所」から10:41「横瀬石油」を下記のとお

り迂回して運行いたします。

1点1,000円

出品料

information

搬入

9/28（土）10：00～12：00

搬出

10/6（日）15：00～16：00

開催要項 まち経営課（2階8番窓口）にて配布
問秩父美術展運営委員会事務局

☎22-0420

8月は「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」
－人権啓発フェスティバル
「ヒューマンフェスタ2019 in朝霞」
を開催－
日時

8/24(土)10：00～15：30

場所

朝霞市民会館ゆめぱれす

内容

①人権講演会 講師

渡部 陽一（戦場カメラマン）

②和光国際高等学校吹奏楽部による演奏
③子ども人権メッセージ ほか
その他

入場無料、先着順、事前申込不要

問埼玉県人権推進課

☎048-830-2255

８月は電気使用安全月間です
便利でクリーンな電気は、生
活や産業になくてはならないエ
ネルギーです。
しかし、使い方を
間違えると思わぬ事故につなが
ることがあります。特に夏季に
は電気による事故が多く発生し
ていますので、電気の取り扱い
には十分注意しましょう。

該当の日付にブコーさん号に乗ってお出かけをする方は、お
気をつけください。
問まち経営課（2階8窓口） ☎25-0112

排水設備工事責任技術者共通試験を行います
受験資格

次のいずれかに該当する方（詳しくは受験案内を

ご参照ください）
（1）高等学校の土木工学科またはこれに相当する課程を修了
して卒業した方
（2）高等学校を卒業した方で、排水設備工事等の設計または
施工に関し、１年以上の実務経験を有する方
（3）排水設備工事等の設計または施工に関し、２年以上の実
務経験を有する方
（4）
（1）～（3）に準ずる方
試験日 11/24（日）

試験会場

埼玉工業大学（深谷市）

受付期間

8/19（月）～9/27（金）必着

申込方法

郵送（詳細は受験案内を参照）

受験料

10,000円

その他

受験案内は8/19（月）
より下記にて配布しております。

問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

ミドルベリー大学の留学生が横瀬町で勉強します
日本語の勉強のため来日する米国ミドルベリー大学等から
の海外留学生が、8/21（水）から28日（水）までの長期にわた
り、横瀬町とその周辺に滞在します。
この間、町内で大学の授
業を行ったり、小・中学生との交流事業を実施したりします。留
学生達を見かけたら、気軽に声を掛けてみてください。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118
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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 8/13（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

●法律相談 ※要電話予約

日時 8/15（木）13:00～16:00
場所 横瀬町役場 第1委員会室
内容 不動産（賃貸借・販売）、家庭内の問題（夫婦・
親子）、消費問題、交通事故、民事介入暴力等
の法律相談
その他 相談は1人30分です

●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

秩父保健所

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

秩父保健所

社協定例相談

臨床心理士（公認心理師）相談
日時 8/23（金）14:00～16:00
医師相談
日時 9/10（火）13:30～15:00

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

☎22-3824

●子どもの心の健康相談 ※要電話予約

●消費生活・多重債務相談について

横瀬町社会福祉協議会

●心配ごと相談

＃7171

日時

☎22-7380

日時 8/27（火）13:00～15:00
場所 横瀬町総合福祉センター

●ひきこもり専門相談 ※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。

☎25-0111

9/3（火）13:30～15:00

●結婚相談 ※1週間前までに要電話予約

日時 8/21（水）
・9/18（水）18:00～20:00
場所 横瀬町町民会館

₂₀₁₉年₈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）

4日
11日
12日
18日
25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）
金子医院（内）
小鹿野中央病院（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 秩父病院

和泉町

☎22-3022

小鹿野町

☎75-2332 秩父病院

和泉町

☎22-3022

皆野町

☎62-0039 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

小鹿野町

☎75-2332 皆野病院

皆野町

☎62-6300

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

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

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

8/3 皆野病院、8/10 秩父市立病院、8/17 皆野病院、
8/24 秩父市立病院、8/31 秩父病院

土

※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）

#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/

秩父郡市歯科医師会 初期救急医療
交通事故情報（ ）前年比

事件発生情報
︵₂₀₁₉年₁月₁日～₆月₃₀日︶

（2019年₁月₁日～₆月₃₀日）
人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦16件（+3）
◦1件（+1）
◦23件（±0）
◦84件（－6）

事故死ゼロ 83日

8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。

▶町県民税
▶国民健康保険税
▶介護保険料
▶後期高齢者医療保険料

11日
12日
13日
14日
15日
16日

初期救急医療（10:00～13:00）
大野原 ☎24-9669
小鹿野町 ☎72-7201
和泉町 ☎26-6180
和泉町 ☎26-6180
和泉町 ☎26-6180
和泉町 ☎26-6180

萩原歯科医院
しまだ歯科医院
秩父病院 歯科
秩父病院 歯科
秩父病院 歯科
秩父病院 歯科

第2期
第2期
第2期
第2期

納期限:9/2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。

横瀬町消防団が合同訓練を実施
6/30（日）に横瀬町大字芦ヶ久保地内、林道兵の沢
線において、秩父消防署東分署と横瀬町消防団によ
る合同訓練を実施しました。
この訓練は、
火災防御体制の確立と、
地域住民に対す

ホタルかがり火まつり開催

る防火思想の普及を目的として毎年実施しています。
今回も、中継送水訓練のほか、東分署によるポンプ
や無線機の取扱い指導、様々な放水状況を仮定した

7/6（土）寺坂棚田において、ホタルかがり火まつり

検証を行い、ポンプの性能や放水量の変化などを確

が行われ、訪れた人たちが水田に映る幻想的な風景と

認しました。

音楽を楽しみました。

尊い生命や貴重な財産を
火災から守るため、
火災予防にご協力
をお願いします。

夏のゴミ拾いキャンペーン実施
7/8（月）に横瀬町観光・産業振興協会、食品環境衛
生協会横瀬支部の2団体合同で、恒例となりました
国・県道沿いのゴミ拾いキャンペーンを実施しまし
た。埼玉県の職員や駐在さんにもご協力いただき、総
勢80名の参加により、およそ2時間で多くのゴミが集
まりました。今後もきれいな横瀬町を目指し、定期的
に実施していきます。
（寄稿：横瀬町観光・産業振興協
会）

しま ざき

み はな

島崎 心花ちゃん
2018年7月24日生
魁・茅咲夫妻
（5区）

娘。
好きなやんちゃ
お姉ちゃんが大いっぱい遊ぼうね
これからも元気
●「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
Eメール machikei@town.yokoze.saitama.jp

町 の 人口と 世帯数
No.

613

2019年₇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

男

女

計

3,147（ −4） 3,858（ −5） 3,906（ −4）

7,764（ −9）

3,341（ −4） 4,090（ −7） 4,150（ −4）

8,240（−11）

194（ ±0）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

232（ −2）

244（ ±0）

☎0494-25-0111㈹

476（ −2）

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）

