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横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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令和元年分

年末調整説明会・青色決算説明会等の開催のお知らせ
令和元年分給与所得に係る年末調整事務、青色決算、消費税軽減税率制度等の説明会を開催いたしますのでお知らせ
します。
開催日

開催時間

11/15
（金）

13:00〜15:00

・年末調整事務
・法定調書の記載方法
15:10〜16:10 ・消費税軽減税率制度

秩父市歴史文化伝承館 2階ホール
（秩父市熊木町8-15）

14:30〜16:00 ・消費税軽減税率制度

横瀬町町民会館 大会議室
（秩父郡横瀬町大字横瀬2000）

11/20
（水）
11/21
（木）

12/4
（水）

12/5
（木）

12/6
（金）

13:00〜15:00
15:10〜16:10
10:00〜12:00

14:00〜16:00

10:00〜12:00

14:00〜16:00

10:00〜12:00

開催内容

開催場所

・年末調整事務
皆野町文化会館 大ホール
・法定調書の記載方法
（秩父郡皆野町大字皆野1423）
・消費税軽減税率制度
・青色決算書等の作成の仕方
・消費税軽減税率制度の概要
【対象：青色申告の方（農業所得）】
秩父市福祉女性会館 集会室
（秩父市野坂町1-13-14）
・消費税確定申告書の作成の仕方
・消費税軽減税率制度の概要
【対象：消費税課税事業者の方】
・収支内訳書等の作成の仕方
・消費税軽減税率制度の概要
【対象：白色申告の方（事業・不動産・農業）】 秩父市福祉女性会館 集会室
（秩父市野坂町1-13-14）
・青色決算書等の作成の仕方
・消費税軽減税率制度の概要
【対象：青色申告の方（事業所得）】
・青色決算書等の作成の仕方
秩父市福祉女性会館 集会室
・消費税軽減税率制度の概要
（秩父市野坂町1-13-14）
【対象：青色申告の方（事業・不動産・農業）】

・ご都合のよい会場にお越しください。
・ご不明な点は秩父税務署までお問い合わせください。

問秩父税務署 代表電話番号 ☎22-4433 ※自動音声案内の「2」をお選びください。税務署の担当部門におつなぎします。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の
1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、平成31年1月1日から令和元年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、
「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」を本年11月上旬に日本年金機構本部から送付する予定としていますので、年
末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（または、領収証書）を添付してください。
また、令和元年10月1日から令和元年12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方につ
いては、翌年の2月上旬に送付する予定としています。
なお、
ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、
ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、
ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のハガキに表示されている電
話番号にお問い合わせください。

問ねんきん加入者ダイヤル ☎︎0570-003-004
050から始まる電話の場合は、
（東京）03-6630-2525
受付時間 月～金曜日 8：30～19：00／第2土曜日 9：30～16：00
※祝日
（第２土曜日を除く）、12/29～1/3はご利用いただけません。
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募集！
あしがくぼの氷柱 ボランティアスタッフ
「あしがくぼの氷柱」誘客事業のボランティアスタッフを募集します。昨年度もボランティアスタッフ皆さんのご協
力等により、氷柱はもちろん、おもてなしが良かったなどと大変ご好評をいただきました。ぜひ、今年度も町民の皆さ
んには、
ご近所お誘い合わせのうえ、積極的にご参加いただき、昨年度以上のおもてなしができますようご協力をお
願いします。
ご協力いただける方は、
ブコーさん観光案内所までお気軽にご連絡ください。12月中にボランティア
スタッフ向けに説明会を予定しております。
令和2年の氷柱開催期間
内容

1/5（日）～2/24日
（祝・月）

お客様の誘導、お茶等のサービス、発券業務、
会場内の清掃 等

時間

午前の部8：30～12：30ごろ／午後の部12：15～16：30ごろ
夜間の部16：00～20：30ごろ
（夜間は金土日・祝日のみ）

問横瀬町観光・産業振興協会
（横瀬町ブコーさん観光案内所）
☎︎25-0450 FAX 25-5450
E-mail yokozekanko＠gmail.com

町民クリーンパトロール員
町では、廃棄物の適正処理と不法投棄の防止により、良好な生活環境を確保するため、
「横瀬町町民クリーンパト
ロール員」
を募集しています。
ごみのない、
きれいな町づくりのため、多くの皆様のご応募をお待ちしています。
活動内容 ウォーキングや犬の散歩の途中、空き缶などのごみを見つけた場合に、可能な範囲で回収していただき
ます。
また、不法投棄などの回収できない大型ごみを見つけた場合には、町に通報していただきます。
配付物 ご応募いただき、町長から委嘱させていただく際、腕章、ボランティア用ごみ袋をお渡しします。
報酬等

報酬等はありませんが、万が一のために､ボランティア保険に加入します。
（本人負担はありません）

問・申込 振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

パープルリボンキャンペーンへの
ご協力ありがとうございました！
9月24日
（火）から27日
（金）
までの4日間にわたり、パープルリボンキャンペーン
（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）
に参加しました。
キャンペーンのシンボルであるパープルリボン（紫色のリボン）をみなさんに
作っていただき、
リボンをタペストリーのポケットに入れていただくことでDV防
止の意識の啓発を行いました。
ご協力いただいたみなさま、
ありがとうございました。

故・赤岩重尊氏が旭日単光章を受章
令和元年6月8日に逝去された赤岩重尊氏が旭日単光章を受章されました。赤岩氏は、町教育委員会教育委
員長として昭和59年10月から16年間にわたり精励され、町の教育行政発展に多大な貢献をいただいたことが
評価されました。

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内
〈特別障害者手当〉
■支給対象者：在宅の20歳以上の重度障がい者で、
日常生活において常時特別の介護を必要とする方
■支給の対象とならない方：①病院等に継続して3ヶ月を超えて入院している方
②施設等に入所している方
③本人または同居の親族の所得が一定以上ある方（限度額は扶養親族数により異なります）
■支給月額：27,200円（2・5・8・11月に3ヶ月分を合算した額を支給）
〈障害児福祉手当〉
■支給対象者：在宅の20歳未満の重度障がい児で、
日常生活において常時介護を必要とする方
■支給の対象とならない方：①障がいを支給事由とする公的年金を受給されている方
②施設等に入所している方
③本人または同居の親族の所得が一定以上ある方（限度額は扶養親族数により異なります）
■支給月額：14,790円（2・5・8・11月に3ヶ月分を合算した額を支給）
※いずれの手当も、原則、医師の診断書により認定されます。
問埼玉県秩父福祉事務所 生活保護・地域福祉担当

☎︎22-6228／健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

障害者差別解消法住民・事業者・行政合同講演会を開催します
障害を理由とした差別の解消について〜「障害」
って何だろう〜
秩父地域の市町が共催で「障害者差別解消法」住民・事業者・行政向け講演会を開催いたします。秩父地域を暮らし
やすいまちにするためには行政職員だけではなく、住民や事業者の皆さんのご理解・ご協力が不可欠ですので、多くの
方のご参加をお待ちしております。
講師

曽根

直樹

氏（日本社会事業大学 専門職大学院准教授）

日時

11/28（木）14：00～16：00（開場は13：30から）

場所

皆野町文化会館ホール（皆野町大字皆野1423番地）

定員 250名
その他 ・入場、参加費無料

・事前申し込み不要、当日直接会場へ

・手話通訳・要約筆記有り

・駐車場の収容台数に限りがあります。
できる限り乗り合わせや公共交通機関のご利用をお願いします。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

を開催します！
「８９８ウィーク」

11/11日
（月）～22日
（金）の毎日18時頃から
（17日
（日）を除く）

期間

場所 オープン＆フレンドリースペース「エリア898」
（横瀬町大字横瀬1926）
11/11（月）から、
「898ウィーク」
と題して、毎日異なるイベントを集中的に行います。著名人を交えたトー

概要

クイベントや、
ご自身の姿勢について考える日、持続可能な開発目標（SDGs）に関するゲームなど、様々なテーマ
でイベントを開催予定です。詳細は、
まち経営課、エリア898内、及び、横瀬町のSNS等でお知らせします。
なお、エリア898はイベント、会議等様々な用途で活用いただけるほか、毎週金曜日はオープンデーとして自由
にお立ち寄りいただけます。
ご利用になりたい方は、
まち経営課までお問合せください。
問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112

E-mail：machikei@town.yokoze.saitama.jp）

■入札結果
入札日

9/20

担当課
建設課
建設課
建設課
建設課

工事等の名称
川久保橋長寿命化修繕工事
横瀬町内交通安全対策工事
１３区地内川東汚水支線４４８工事
寺坂棚田農道コンクリート舗装工事

（単位：円）

契約方法
指名
指名
指名
指名

予定価格
11,776,600
4,728,900
9,795,500
2,344,100

・予定価格および落札（決定）金額は税込みです。
広報よこぜ
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落札（決定）金額
11,330,000
4,400,000
9,460,000
2,178,000

落札（決定）者
㈱大場建設
昭和工業㈱
㈱シマダ土木
㈲平沼建設

４月1日以降に転入した方は移住支援金の対象となる可能性があります
平成31年4月1日以降に横瀬町に転入した方で、①、②に該当する方は移住支援金（世帯100万円、単身60万円）
の対象となる可能性があります。
①次のいずれかに該当する方
（ア）横瀬町に移住する直前に連続して5年以上東京23区に在住していた方。
（イ）横瀬町に移住直前に連続して5年以上東京都・千葉県・神奈川県（条件不利地域を除く）に在住し、かつ、連続し
て5年以上東京23区への通勤をしていた方。
②①に該当し、かつ次のいずれかに該当する方
（ア）埼玉県を含む各都道府県が運用する
「移住就業マッチングサイト」に掲載された求人により就職した方。
※埼玉県移住就業マッチングサイト https://jp.stanby.com/feature/saitama
（イ）埼玉県起業支援金補助事業の交付決定を受けており、交付決定から1年以内の方。
詳細な条件は下記サイトをご覧いただくか、
まち経営課へお問い合わせください。
住むなら埼玉HP https://www.pref.saitama.lg.jp/a0106/sumunarasaitama/ijusienkinseido.html
問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112

住民票やマイナンバーカード等に 旧 氏（旧姓）が併記できます！
11/5（火）から、本人の申し出により住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑証明書等に旧氏（旧姓）
を併記する
ことができます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マ
イナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
記載できる旧氏
●旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から１つを選んで併記すること
ができます。
●一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されますが、氏を変更した場合には、直前に
戸籍に記載されていた氏に限り変更が可能です。
●必要がなくなった場合には、旧氏併記を削除することができます。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏
が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から１つを選んで再記載することができます。
旧氏併記の手続き
１．戸籍謄本等（旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍等が必要です。）を持参し
て住民登録をしている市区町村で手続きをします。
２．手続きの際は、マイナンバーカード（お持ちの方）
または通知カードを持参してください。
問・手続先 いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

11月9日から15日までは
秋の全国火災予防運動週間です。

プラスチックごみを
減らす生活を心掛けよう

秩父消防本部（署）では、期間中の11月12日

海洋プラスチックごみがさまざまな深刻な

（火）に駅伝方式による火災予防広報を、秩父

問題を起こしています。川から海へ流れ込む

郡市内において実施します。

その要因は大量のプラスチック類です。買い

11時50分ごろ横瀬町役場付近を通過します

物時は「マイバッグ」を使用し、
レジ袋のごみ

ので、火災予防にご協力をいただくとともに、
ご

を減らしましょう。

声援をいただきますようお願いします。

飲み物は「マイボトル」を

※雨天・大規模災害により中止する場合があり

使用し、ペットボトルなどの

ます。

使い捨て容器のごみを減ら

コース・応援ポイント等詳細については秩父消防本部ホーム

しましょう。

ページをご覧ください。
問秩父消防本部予防課
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

☎︎21-0121
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 11/12（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）。

言語リハビリ教室（★）

日時 11/13（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 11/20（水）10:00～12:00
集合場所：旧芦ヶ久保小学校
内容 町内のウォーキングコースを歩きます。

ソーシャルクラブ（★）

日時 11/25（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 11/28（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。

☆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

転倒予防 ～自宅の環境を見直そう～
介護が必要になる原因の１つは、転倒・転落などによる骨折です。高齢になると転倒や転落による骨折は
身体機能の低下につながり、寝たきりの大きな要因にもなります。
■転倒の多い場所 居間、玄関、階段、寝室、浴室
■転倒の原因

段差、電気コード、布団の隅につまずく、滑りやすい物を踏む、脱げやすい履物に足を取られる 等

■転倒予防のための対策

床に物を置かないように片付ける
電気コードは壁に沿って配線する
しっかりした履物を履くようにする

転倒の多くは自宅内で発生しています。
これからの季節はこたつを利用するよ
うになり、布団に足を取られたり、
コードに引っかかることによる転倒が増えます。
自宅内の環境を見直し、危険なところがないか確認してみましょう。
問横瀬町地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎︎25-0281

医薬品副作用被害救済制度について
～お薬を使うすべての方に知ってほしい制度です～
お薬は正しく使っていても、副作用の起きる可能性があります。
万一、入院治療が必要になるほどの健康被害がおきたとき、医療費や年金などの給付を行う公的な制度があります。
救済制度についての詳細は、PMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）にご相談ください。
問☎︎0120-149-931
詳しくは 副作用

受付時間：平日9:00～17:00（年末年始をのぞく）
救済

または ＰＭＤＡ

広報よこぜ
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で 検索

11/22（金） 実技

総合福祉センター 研修室

第4回

11/29（金） 実技・グループワーク

総合福祉センター 研修室

第5回

12/6（金） 実技・グループワーク

総合福祉センター 研修室

第6回

12/13（金） 体力測定

総合福祉センター 研修室

第7回

12/20（金） 修了式

総合福祉センター 機能回復訓練室

保健師です

第3回

こんにちは

日程・内容・場所

冬は﹁ノロウイルス﹂
に要注意

気負わず、
自分の健康のためにサポーターとして活動しませんか？

﹁ノロウイルス﹂
は冬に流行する感染症で︑
腹痛︑
下痢︑
吐き気︑
嘔吐

総合福祉センター 研修室

等の胃腸炎症状が現れます︒感染力が非常に強いため︑帰宅時や食

11/15（金） 体力測定・実技

事前の手洗い・うがいを徹底し︑
感染予防することが重要です︒

第2回

今回は︑
ノロウイルスに感染してしまった場合の対処法や︑汚物の
処理方法についてお話しします︒
●ノロウイルスにかかってしまったときは⁝
脱水症状になりやすいため︑症状が落ち着いたときに少しずつ水分
補給を行ってください︒
脱水症状がひどい場合には︑
病院で点滴を行う
などの治療が必要となります︒

問地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎︎25-0281

●汚物を処理する方法
処理する人は︑
マスク︑
エプロン︑
使い捨て手袋等を着用する︒

︿準備﹀
十分に換気をする︒
塩素系漂白剤を薄めて︑
塩素系漂白剤調整液を作成する︒
％塩素系漂白剤調製液を作成
︵※水１ℓに原液 ㎖︶

※市販の５％濃度の漂白剤を使用する場合︑カーペット等の色落ちに
注意してください︒
︿片付けの方法﹀
汚物をペーパータオルで覆い︑
汚物と同量の調整液をかける︒
汚物をペーパータオルで拭き取り︑ビニール袋①に捨てる︒ビニール袋
①の中に調整液を注ぎ︑
しっかりと口をしばる︒
さらに別のビニール袋
②に入れる︒
汚物を取り除いた床をペーパータオルでおおい︑
調整液を
拭きする︒使用したペーパータオルや手袋等︑ビニール袋②に入れて︑

かけ︑ 分程置く︒
その後︑水拭きする︒周囲の壁も︑調整液で拭き︑水
口をしばる︒
処理後は︑
手洗いを２度行い︑
うがいをする︒
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横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

総合福祉センター 研修室

11/8（金） オリエンテーション

第1回

場所
内容
日程

20

汚物が衣類等に付着した場合︑調整液と一 緒にビニール袋に入れ
て捨てる方法が一番安全です︒

し、地域で活躍しています。

！
！

!

捨てられないものの場合は︑
調整液で洗い流した後︑
普通の洗濯もの

11/6
（水）
までにお申し込みください。

申込

水分補給用の飲み物、
タオル、筆記用具

持ち物

9:30～12:00（受付は9:00～9:30）

時間

10

とは分けて洗濯機で洗ってください︒

健康な方で、最低5回参加できる方。
また、終了後に、サポーターとして活動できる方。
対象

0.1

今月の記事担当：加藤
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

かわせみいきいき体操サポーター養成講座参加者募集のお知らせ
かわせみいきいき体操サポーターとは、公会堂等でかわせみいきいき体操（手首や足首におもりをつけて行う、簡単な

筋力体操）を行う際に体操の説明、参加者の見守り、会場運営などを行うボランティアです。既に32名のサポーターが誕生

儲け話にはご注意を！
〜友人からの誘いを断れますか？〜
USBメモリなどの投資用教材の販売について、
友人を通じた勧誘活動が広がっています。
それらに関する消費生活センターへの相談からは、
次のような問題点があると考えられます。

【問題点】

① 友人からの勧誘のため、断りにくい。
② 儲け話の実態やUSB内の情報がよくわからない。
③ 安易に借金を勧められたり、借り入れの際に虚偽申告をするよう指示される。
④ 儲かることなく、多額の借金が残ってしまった。
⑤ 別の友人を誘うことになり、被害が広がりやすい。

問秩父市消費生活センター
☎︎25-5200

【消費者へのアドバイス】

１．親しい人からの勧誘でも、必要のない契約はキッパリ断りましょう。
２．必ず儲かる投資などありえないと考えましょう。
３．契約前に家族などに相談することも大切です。
４．安易に借金をしないようにしましょう。
５．被害を拡大させないためにも、安易に勧誘しないようにしましょう。

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電話は、全国共通の電話番号
「188番」へお掛けください。

11月は「いじめ撲滅強調月間」です
いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害であり、決して許さ
れることではありません。
埼玉県は、11月を
「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。
いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。

相談窓口等

子どもスマイルネット

よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター）
（毎日24時間）

☎048-822-7007

18歳以下の子供用（無料）＃7300

社会福祉法人 埼玉いのちの電話（毎日24時間）

または0120-86-3192
保護者用
FAX相談

☎048-645-4343

☎048-556-0874

E-mail相談

（毎日／祝日・年末年始を除く 10:30～18:00）

特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン

soudan@spec.ed.jp

（毎日16:00～21:00）

☎0120-81-3192

※E-mail、FAX相談の受信確認および返信は、平日の9:00か
ら17:00の時間帯に行っています。

埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター）
心の健康や悩みに関する相談

いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）

（平日／土・日・祝日・年末年始を除く 9:00～17:00）

小・中・高校生の「いじめ」に関する通報

☎048-723-1447

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/
ijime-soudan-form.html

子どもの人権110番（さいたま地方法務局）

※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが
目的であり、相談に対する返信は行いません。
※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送
信したことがわからないように調査・対応します。

埼玉県警察少年サポートセンター
（月～土／祝日・年末年始を除く8:30～17:15）

18歳以下の子供専用（無料） ☎0120-99-7777

（平日／祝日・年末年始を除く 8:30～17:15）
（無料）☎0120-007-110

子どもの人権SOS-E-mail
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.html
問埼玉県県民生活部青少年課

☎048-861-1152（少年用）
☎048-865-4152（保護者用）
広報よこぜ 10 2019・11

☎︎048-830-2907

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、今回は、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。

２．新田橋の礫岩露頭（国指定天然記念物）①
秩父盆地の地下には、約1700万年前から約1500万年前までに存在した「古秩父湾」の地
層が堆積しています。新田橋の礫岩露頭（あらたばしのれきがんろとう）は、
この古秩父湾の
終焉の地として、その堆積層を観察できる露頭の
ひとつであり、地質学上の著名な観察場所ひとつ
としても重要な役割を果たしています。
新田橋の礫岩露頭を含む秩父盆地にある代表
的な6つの露頭と、パレオパラドキシアをはじめと
した9件の海棲哺乳類の化石をひとつにまとめ、
平成28年3月1日に「古秩父湾堆積層および海棲
哺乳類化石群（こちちぶわんたいせきそうおよび
かいせいほにゅうるいかせきぐん）」として、国指
定天然記念物に指定されました。
新田橋の礫岩露頭

〈手伝ってもらう〉
立てた左手親指の甲側を右手のひらで
手前へ２回たたく。
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

〈ありがとう〉
左手の甲に右手の小指側を直角にのせて、
右手を上げながら頭を下げる。
協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会
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みんなで一緒に
を 学ぼう

手伝ってくれてありがとう

手話

〈相手に問いかける表現〉
右手のひらを上に向け、相手に差し出す。

第７回 ﹇
● 話しかけよう﹈

〈手伝う〉
立てた左手親指の背を右手のひらで
前に押し出すように２回たたく。

今月の手話は﹁話しかけよう﹂です︒手話で会話をしてみましょう！

お手伝いしましょうか

!

第３６回横瀬町民体育祭

「令和でも はじける笑顔 地域の和」
10/6（日）
、第36回横瀬町民体育祭が町民グラウンドで開催されました。
当日は曇り気味でしたが、準備から本番、
片付けに至るまで、役員の皆さまの
ご協力により円滑に運営でき、すべての種目を行うことができました。
今年の体育祭では、パラリンピックの競技種目で、誰にでも楽しめるスポーツ
「ボッチャ」
を新たに取り入れ、選手や観客の皆さんにも大変好評でした。
得点種目の「綱引き」や「地区対抗リレー」などでは熱戦が繰り広げられ、
ま
た、
「チビッ子レース」や「二人三脚パン食い競争」
、
「宝探し」などでは幅広い年
代の方に参加していただき、大いに盛り上げていただきました。
総合成績では、川東地区が2位を僅差で引き離し、10年ぶりの優勝に輝きま
した。

「生涯学習講演会」を開催します
近年、
日本各地で地震や台風等による自然災害が多発しています。災害時において、避難所等で配慮すべきことや地域
の取り組みなど、“災害時の人権”という視点で、実際に、被災地で活動している方の講演をとおして考えてみませんか。
日時

12/17（火） 受付開始13:30～

場所

横瀬町町民会館 2階大会議室

演題

災害時の人権について

講師

石本めぐみ氏（特定非営利活動法人ウィメンズアイ）

●●●●●

開会14:00～

閉会（予定）15：30

問教育委員会（2階6番窓口） ☎︎25-0118

よこらぼ9月審査の採択事業

●●●●●

審査会（9/24開催）答申に基づき 1件 採択（提案件数 1件）
事業名・提案者

採択 事業名:横瀬ブランド塾
No.63 提案者:金澤一行

概要

ブランディングを学んで、高く売れる商品を作るなど、製造販売業・
飲食サービス業の皆さんと一緒にブランドを高めるプロジェクト

問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112
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台風19号の経験から～より災害に強い町へ～
いませんが、気象庁より大雨特別警報が出され、町は命を
守るための「警戒レベル5」を発令するに至るという稀に

横瀬町長

よしなり

みる危険な台風となりました。

富田 能成

カスリーン台風の時代と異なり、現代の気象予報は非
常に正確で、ある程度事前の想定と準備ができたのは幸

10月の台風19号はたいへんな台風でした。まずはこ

いでした。早めに開設した五か所の避難所（町民会館、活

の台風により被災された皆様に心よりお見舞い申し上

性化センター、総合福祉センターなど）には、計373人の皆

げます。

さんが一時避難をされました。結果的には町内で人的被

この台風は、横瀬町にも記録的な大雨をもたらしま

害や河川氾濫、大きな家屋被害はなく、ほぼ夜を徹して警

した。芦ヶ久 保 の 赤 谷 地 区 にある二 二 九 沢（にふくざ

戒に当たった職員、消防団など関係者はほっと胸をなで

わ）に設置された雨量計で、10月12日（土）夜までに実

おろしました。

に657mmの雨量を48時間足らずで記録しました。
この

台風一過の13日（日）は、朝から職員手分けで、台風被

二二九沢（にふくざわ）、変わった名前の沢ですが、
この沢

害状況調査を実施、いくつかの道路等で大きな被害もあ

は、昭和22年9月に日本を襲ったカスリーン台風がもたら

り、
これから復旧を急がねばならない状況です。台風19

した大雨により、土石流が発生し、尊い人命が奪われると

号は、
カスリーン台風のような人的被害は残しませんでし

いう災害をもたらした沢です。
この時の災害を忘れないよ

たが、道路など町のいたるところで大きな爪痕を残しまし

う二二（年）
と九（月）を合わせて二二九沢と名づけられま

た。そして、私たちには、非常時での対応という
「経験」を

した。

残しました。
この経験を糧にして、災害に強い町づくりを

今回の台風19号では、人命にかかわる災害は発生して

一層進めていきたいと思います。

横瀬町教育委員の異動について
教育委員の浦島則之氏が、10/12をもって任期満
了となり退任され、10/13付けで平塚一寛氏が、新た
に教育委員に任命されました。浦島則之氏におかれ
ましては、1期3年にわたり活躍されました。ありがと

役職名

備考

設樂

政夫

教育長職務代理者

浅見

進

委員

野田

眞

委員

町田

和子

委員

平塚

一寛

うございました。

横瀬町教育委員会定例会の 日時 11/28（木）14:00
場所 役場3階301会議室
開催のお知らせ

氏名

教育長

平塚

一寛 氏

新任

※傍聴を希望される方は、11/27（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

第２回コミュニティ・スクール推進協議会・研修会の開催
日時 11/22（金）14:00～16:30
研修会内容

場所

横瀬町町民会館 2階 大会議室

①講演 「地域とともにある学校づくりに向けて」
講師

文部科学省CSマイスター 四栁 千夏子 氏

②「横瀬の子どもたちにどう育ってほしいのか?」の熟議体験を行う
※参加を希望される方は、11/13（水）
までに電話で教育委員会へお申し出ください。
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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問教育委員会（2階6番窓口）
☎︎25-0118

子育て

ふれあい
コーナー

楽しかったね！おたんじょう会

9月26日
（木）横瀬児童館で、7・8・9月生まれの
お友だちを
みんなでお祝い
しました。

令和２年４月入室
学童保育室入室申請について
令和2年4月から横瀬町学童保育室へ入室を希望される
方は、次のとおり申し込んでください。
対象 横瀬町に住所があり、次のどれかに該当する世帯の、
小学1年生から6年生までの児童。
①保護者等の労働等により昼間留守になる世帯
②保護者等の疾病等により保育ができない世帯
③上記のほか、明らかに児童の保育ができないと認められ
る世帯
保育時間 学校の授業日 放課後～18:30
学校の休業日等 7:30～18:30
定員 50名
申込方法 入室申請書に必要事項を記入し、関係書類を添
えて、横瀬児童館へ提出してください。
入室申請書類は次の場所で配布するほか、町ホームページ
からもダウンロードできます。
横瀬児童館、横瀬町保育所、子育て支援課
申込期間 11/5（火）～25（月）の平日8:30～17:00
入室決定 家庭状況等を調査のうえ入室の可否を決定し、
保護者あてに通知します。

いっぱいがんばったよ！よいこのうんどう会
10月3日（木）児童館と町民会館の共催で、
「よいこのうん
どう会 」を 開 催し
ました。17組の親
子が参加し、元気
いっぱい頑張って
くれました。

「幼児のクリスマス会」参加者募集
児童館では、幼児向けの「クリスマス会」を行います。参加
を希望する方は、児童館へお申し込みください。
みんなで楽しいクリスマス会をしましょう。
日時 12/12（木）10:30～11:30
対象者 幼児の親子
場所 横瀬児童館 遊戯室
参加費 100円
申込期間 11/18（月）～29（金）
問・申込 横瀬児童館

問・申込

横瀬児童館（大字横瀬4377-1） ☎︎22-2072

☎︎22-2072

「ぶどう」

テーマ

学童保育室壁画より

「丸いスタンプを押すのが
楽しかった。」
か とう

り

「絵の具が楽しかった。」

あ

加藤 莉杏

むらこし

なつ き

村越 夏稀

ちゃん
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くん

11月は児童虐待防止推進月間です

子育て応援

虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、
ご自身が出産や子育てに悩んだときには、
児
童相談所や役場子育て支援課に連絡してください。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連

番

絡内容に関する秘密は守られます。

子どもや保護者のこんなサインを見落としていませんか？
子どもについて

保護者について

いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の
怒鳴り声がする

地域などと交流が少なく孤立している

●

●

小さい子どもを家においたまま外出している

●

不自然な傷や打撲のあとがある

●

衣類やからだがいつも汚れている

●

●

子どもの養育に関して拒否的、
無関心である

●

子どものケガについて不自然な説明をする

落ち着きがなく乱暴である

●

表情が乏しい、
活気がない

児童相談所全国共通ダイヤル

●

夜遅くまで一人で遊んでいる

189（いちはやく）

あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます。児童虐待かもと思ったら

●

すぐにお電話ください。

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）】

11月12日〜25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です！

DV（ドメスティック・バイオレンス）を知っていますか？

③経済的暴力 必要な生活費を渡さない

振るわれる暴力のことで、大切な人を傷つける行為です。

⑤子どもを利用した暴力 子どもへの加害をほのめかす、

④性的暴力 望まない性行為の強要、
避妊に協力しない

DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にある相手から

子どもに被害者が悪いと思わせる

家庭内の問題や個人的な問題として考えられがちで、表

デートDVを知っていますか？

面に出にくい特徴があります。
家庭内のことでも暴行などに当たる行為が行われた場

デートDVとは、恋人間の暴力のことで、力を使って相手

合、
それは犯罪であり重大な人権侵害です。

を思い通りに支配することです。暴力を伴う交際は、お互

5つの暴力

いの愛情を育てるものではありません。相手を犠牲にして

の種類

①身体的暴力 殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつける、

暴力で自分の思いを通そうとすることは、お互いの関係を

突き飛ばす、
刃物を振りかざす

駄目にします。被害者にも加害者にもならないようにしま

②精神的暴力 「誰のおかげで生活できると思っているん

しょう。

問埼玉県婦人相談センター ☎︎048-863-6060
子育て支援課（1階2番窓口） ☎︎25-0110

だ」
、
「役立たず」等の暴言、交友関係や毎日の行動を細か
く監視する

子育て家庭をサポートします
総合福祉センター

地域子育て支援センター
（横瀬町保育所）
事業名

日

時

内

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
5日（火）
１歳６か月児健診、
２歳児歯科健診
14日（木）
●赤ちゃんくらす
19日（火）
●はぐくみ相談
（要予約）
ことばの相談、運動の相談 20日
（水）
●3〜4か月児、
9〜10か月児健診
BCG予防接種
21日（木）
●乳幼児健康相談
28日（木）
●

保育所等に入っていない

16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

●

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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どんぐりの森

●

バンブーの森

●

さくらの森

●

メープルの森

●

おはなし会

●

1日（金）
8日（金）
15日（金）
11・18・25日（月）
20日（水）

ママサロン
横瀬児童館 6日（水）、8日（金）、15日（金）
20日（水）、27日（水）、29日（金）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 1日（金）

●

秩父市子育て支援センター 22日（金）

●

問子育て支援課

児童館

小鹿野町子育て支援センター 13日（水）

町民会館
ベビーマッサージ、
マタニティストレッチ

11

月

17日（日）

☎︎25-0110

問横瀬児童館

☎︎22-2072

月曜・祝日・年末年始休館

開催しました！

趣味の公民館講座
「秋の美術館めぐり」10/10（木）開催

今年の秋は東京都美術館でロンドンの
「コートールド美術館
展」
と
「迎賓館赤坂離宮」
を見学し、
芸術の秋を満喫しました。
「コートールド美術館展」はモネ、ルノワール、セザンヌなど
の絵画・彫刻など60点の本
物を見ることができました。
また「迎賓館赤坂離宮」はま
るでベルサイユ宮殿のよう
に豪華絢爛で、一度は見る
に値する建造物でした。
健康の公民館講座

「美尻♥トレーニング＆リズム体操教室」

問歴史民俗資料館 ☎︎24-9650

●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、
「和田河原の花火」について紹介します。
和田河原では、明治１４年頃から、武甲山御嶽神社の秋季例
大祭（10/1）に花火が奉納されるようになり、最盛期には素人づ
くりを含めて数千発が打ち上げられたと言われています。
しか
し、大正12年9月、関東大震災の報が伝わると、ただちに奉納花
火は見合わされ、その費用はすべて被災者の救援として被災地
に送られました。その後、和田河原の花火は見られなくなりまし
たが、昭和になってからは、秩父夜祭で打ち上げるようになった
と伝えられています。
資料館では、当時使用されていた、打ち上げ筒（高さ350cm・
直径80cm）や尺玉が展示されています。
また、二尺玉は昭和以
降に秩父で打ち上げられたもの
です。

美尻バンドを使ってスタ
イルアップをめざす体操教
室が9/21（土）から5回コー
スでスタートしました。
アップテンポの音楽にあ
わせて簡単エアロビクスで
気分もスカッとリフレッシュ！いつまでも元気で若々しくきれい
にいるために努力をおしまない横瀬町の女性陣です。

柳
川
◆髙田

公民館講座・参加者募集
健康講座●
「写経＆寺ヨガ in 札所八番

西善寺」

哲郎 選

写経とYOGAと念仏と・
・
・
日時 11/30（土）9：00～12：00
場所 札所八番 西善寺
参加費 300円（当日集金） 定員 20名
申込開始 11/5（火）

岸岡
鯉甲

加藤

渋野スマイルギャラリー
引きつれ一人勝ち

盆月の底の陽の射す令和から

百

知れぬ間は密かにばれたら隠さない 横田賭司楼

日本海台風８号イナバウアー

齋藤

孝全

隠し金取っ組み合いの喧嘩する

小石川邦二

合

悪名名詞本物玉葱は可哀そう

玉井

正夫

隠しても改憲の尾が丸見えに

知

市憲

手にはマメ父の遺品の杖をつく

大野たかお

音

涼しいナ着たり脱いだり自然力

絵手紙サ ークル

●
●

島田 まさ江 さん

月曜・祝日休館 問公民館 ☎︎22-2267

趣味講座●
「しめ縄飾りづくり」

手作りのしめ縄飾りで、新年を迎えませんか！
日時 12/14（土）10:00～12:00
場所 公民館
参加費 1,300円（当日集金）
定員 25名
申込開始 11/5（火）
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 横瀬町町民会館 ☎22-2267
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♬
♬ 11月の月１まちかどコンサート

公民館講座を

ママとよい子のリトルラビット

「消防車にのってきたよ！」

青春歌謡フェスティバル
地元、秩父で活動しているバンドの皆さ
んによる、なつかしの歌謡曲などを披露し
ていただきます♪おたのしみに！
出演 ITTOKUとフリークな仲間たち、
ヒロ＆Akira、
コスモス
日時 11/1（金）13:00～
場所 町民会館 ホール

9/19（木）
、ママとよい子のリトルラビットの子どもたちが秩
父消防本部に行って、消防車に乗せていただきました。
消防士のお兄さんはとてもかっこよく、火事のことや救急の
ことを親切に教えてくださいました。
また、ママたちには特別にAED講習もしてくださり、ママた
ちは、真剣に人工呼吸の方法を勉強しました。

Report

9/22（日）、寺坂棚田彼岸花まつりにて、
「堀口ゆきおと
音空間」の皆さんによる演奏
を行いました。雨が心配され
るなか、多くの皆さんに楽し
んでいただきました。ありが
とうございました♪

月曜・年末年始休館 問横瀬町立図書館 ☎︎22-2267

早世の息子偲べば眠れずに自づ涙し枕を濡らす

通院も買い物するも車なりお礼心持ち握るハンドル

刈り入れを待つ稔り田に並ぶ畑蕎麦の白花今盛りなり

この夏に胸内にたまりし片鱗のあまたはタンゴと共に流さん

寝付けずに虫の鳴く音に心寄せ懐かしき人暗闇に浮かべり

盆も過ぎ蝉の声さえ遠ざかり赤蜻蛉舞う季節となりぬ

新井

浅見

赤岩

若林

信子

タミ

茂

壮次

八木原優子

八木原千恵

町田

悦子

惠夫 選

ふんわりと蝶の重みを受け揺るるマツムシ草は絶えてはおらず

小泉

邦子

◆富田

夏中をごろ寝ばかりの八十五歳畑に立てば鍬の重たき

斉藤

歌
短

丸文字で絵手紙書いて友あてに書いている吾も楽しくなりぬ

齋藤トシ子
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由江

百日紅今を盛りと咲いていし友と峠を越えし思い出

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

あき

★11月のナイトライブラリー ６・13・20・27日
（水）

イヨ

「イヤミス」
という言葉をご存じですか？ なんか「スッキリしな
い」
「腑に落ちない」そんなミステリー小説の特集です。

島田

11月特設コーナー●イヤミス特集

年金や税の話もいつか絶え娘のね息に誘われゆくも

インターネット図書検索システムのアドレス変更について
図書館の検索システムの更新にともない10/29（火）からアド
レスが下記のとおり変更になりました。
「お気に入り」などに登
録されている方は、変更をお願いします。
［新アドレス］
パソコン●https://www.lics-saas.nexs-service.jp/yokoze/
webopac/index.do
スマートホン●https://www.lics-saas.nexs-service.jp/yokoze/
spopac/index.do
携帯電話●https://www.lics-saas.nexs-service.jp/yokoze/
mobile/index.do
利用者ポータル画面をリニューアル
インターネット図書検索システムの利用者ポータル画面がリ
ニューアルされ、貸出情報が確認できるなど、
より便利になりま
した。はじめて図書検索システムを利用し図書の予約をされる
方は、図書館で「仮パスワード」発行の手続きをしてください。

中川美也子

9回生きたねこの「ラク」
と本
屋の「ソウタくん」のこころ温ま
る「ふれあい」と「永遠のきず
な」を描いた絵本です。

電線に春から夏は燕たち秋は蜻蛉が並んで休む

くどう かずし 文・やまぐち ぴこ 絵

町田

本屋のラク

風もなくボーと景色眺めいる動くはトンボと行き合いの雲

推薦
図書

よこぜ 情 報 掲 示 板
紅葉が美しく里山風景が広がる中で、札所を中心にハイキ
ングをしながら観光客とのふれあいやお買い物を楽しむイベ
ントです。
11/23（土・祝）9:00～15:00小雨決行

受付

横瀬駅前

会場

や生き方について語ります。
日時

対象

問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112

普段立ち入ることのできない鉄
のお酒と食を楽しむイベントです。
また「西武秩父線開通50周年記念

12/8（日）10：00～12:00

内容

空き瓶にキャンドルを入れ、
流木や板で周りを囲み
500円／人

参加費

催しております。
ご家族そろってお楽しみください。

小学生以上（小学生は保護者同伴）

対象

日時

11/9（土）11：00～16：00まで

会場

西武鉄道横瀬車両基地（横瀬駅南東 西武鉄道敷地内）
㈱ベンチャーウイスキー（ウイスキー）、㈱武甲酒

造（日本酒）、㈱矢尾本店（日本酒･焼酎）、㈱秩父ファーマーズ
ファクトリー（ワイン）、秩父ワイン（ワイン）、BEAR MEET BEER
（地ビール）、戸田乳業（リキュール）、藤﨑摠兵衛商店・長瀞蔵
（日本酒）
、花咲山醸造所（どぶろく）
を予定

定員 5人（申込順）
申込期限

12/1（日）

●木製Xʼmasツリー作り
日時

12/8（日）13:00～15:00

内容

二枚の板（一枚板の大きさ：幅約10cm×長さ約30cm

×厚さ1cm）に好みの絵を描き、
プレゼントして欲しい物を吊
るし、
立体的に組み合わせます。

会場で使用できる飲食チケット10枚

500円／人

参加費

前売り：2,700円 当日：3,000円

小学生以上（小学生は保護者同伴）

対象

チケット購入方法(前売りチケット)
①インターネットによる購入（クレジットカード等指定決裁のみ）
https://eventregist.com/e/yokozesakefes2019
詳細、
チケット購入は
こちらから↓

＊そのほかの販売店については横瀬町

定員 5人（申込順）
申込期限

12/1（日）

※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

観光webサイト
「歩楽～里（ぶら～り）横瀬」
をご参照ください。
8：30～17：00（販売期限11/8（金）
まで）

※当日チケットの販売は会場にて行います。

日時

12/7（土）10：00～12：00まで（受付9：45から）

場所

秩父特別支援学校 体育館

対象者

駐車場はありません。

問・申込 （一社）横瀬町観光協会（ブコーさん観光案内所）
☎︎25-0450 E-mail: yokozekanko@gmail.com

古今亭菊之丞落語会

障がいのある人、高齢者、共にスポーツを楽しみ

たい人
持ち物

体育館シューズ、運動ができる服装

参加費

無料（申し込み不要）

内容 ボッチャ、
スポーツ吹き矢、輪投げ、
スカットボールな

NHKの「落語・ザ・ムービー」でもお馴染みの落語会切って
の実力派「古今亭菊之丞」による落語会が行われます。

どのレクレーション
詳しくは、秩父特別支援学校ホームページ、横瀬町ホーム

日時

12/15（日）開場18：30／開演18：45

ページを検索！

場所

歴史文化伝承館ホール

問県立秩父特別支援学校

入場料

3,000円※矢尾百貨店トラベルサロン（☎22-6445）

☎︎24-1361

健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

にて販売
問秩父演劇鑑賞会

☎︎56-0026

ふれあいレクレーション ちちぶFUNピック開催

http://www.yokoze.org

注意

日時

オシャレなオリジナル・ランタンを作ります。

車両基地まつり in 横瀬」も同時開

販売時間

彩の国ふれあいの森の催し
●ランタン作り

道車両基地内で、秩父地域の自慢

販売場所 ブコーさん観光案内所

誰でも
（参加費無料、事前予約なし）

企画・運営 MOSAʼS[モサーズ]

秩父地域のお酒大集合 ちちぶ車両基地酒場2019in横瀬

②窓口販売（現金のみ）

地球惑星科学者／フィルムディレクター

講師職業

問横瀬町観光協会（横瀬町
ブコーさん観光案内所）
☎︎25-0450
E-mail：yokozekanko@gmail.com

チケット価格

11/16（土）18:00開演

場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧直売所）

横瀬町内の札所等

出店予定

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）
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

無料

参加費

information

イ ベ ント

里山まるマルシェ＆Cafe 寺ʼs YOKOZE

日時

YOKOZE

☎︎25-1541
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募集

あいサポーター研修受講者募集！
障がいについて理解し、
ちょっとした手助けをする「あいサ
ポーター」の養成研修を開催します。

第57回横瀬町民ゴルフ大会参加者募集！
！

日時

12/20（金）14:00～（90分程度）

日時

11/18（月） 7:45スタート
（out・in）

会場

小鹿野町文化センター大会議室（小鹿野町小鹿野167-1）

場所

秩父国際カントリークラブ

申込

健康づくり課または秩父市社会福祉協議会へ連絡

※他にプレー費5,800円（ランチ、1ドリンク付）がかかります。
町内在住・在勤者

参加資格

（締切12/13まで）

申込

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
秩父市社会福祉協議会

2,000円

参加費

定員 50名（参加費無料）

問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

☎22-1514

令和元年度「障がいのある人たちの作品展」開催
および作品募集

お知らせ

［作品展］

秩特かがやき祭のお知らせ

期日 12/6（金）～12/13（金）9：00から閉館まで

日時 11/30（土）10:10～12:30
場所 埼玉県立秩父特別支援学校
内容 児童生徒作品・作業学習製品の展示等、学習活動紹
介、バザー等
問埼玉県立秩父特別支援学校 ☎︎24-1361

更生保護女性会秩父地区結成60周年記念事業の開催
歌手・俳優・司会者として活躍されている、
さとう宗幸氏をお
招きして楽しく勉強にもなるお話をしていただく予定です。み
な様のご来場をお待ちしています。
日時 12/11（水）開演13：00／講演13:30～15：00
場所 秩父宮記念市民会館 大ホール フォレスタ
問更正保護女性会 担当 西脇 ☎︎080-4863-9449

NPO法人ちちぶ出会いサポートセンタージュノール
女性応援キャンペーン実施！
NPO法人ちちぶ出会いサポートセンタージュノールでは、
現在新規女性の登録無料キャンペーンを実施しています。
（通
常：年会費12,000円（税別）
）
12/25（水）
までに新規で登録する女性が対象となります。新
たな出会いを求めている方必見です！
※男性会員も随時募集しています。
問NPO法人ちちぶ出会いサポートセンタージュノール
☎︎26-7518 jimukyokuisonogu@yahoo.co.jp

11月は「労働保険適用促進強化期間」
です

※12/13（金）は16：00まで
場所

横瀬町町民会館 １階ホワイエ

内容

絵や習字、写真、手工芸品など創作品の展示

［作品募集］ 障がいのある方の作品を募集します。出展を希
望される方は、11/18（月）から25（月）
までに役場健康づくり課
へ作品をお持ちください。作品は、展示期間終了後に返却しま
す。たくさんの作品をお待ちしています。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

自衛官募集
●陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）
11/1（金）～1/6（月）

受付期間

試験期日 1/18（土）
15歳以上17歳未満の男子

応募資格

●自衛官候補生（男子・女子）
年間を通じて行っております。

受付期間

試験期日 12/1（日）
・2日
（月）の中から１日
（予定）
18歳以上33歳未満の男女

募集資格

11/25（月）

締切

自衛官候補生の試験期日は、変更になる場合がありますの
で、詳細はお問い合わせください。
問自衛隊秩父地域事務所

☎︎22-6157

お米の簡単レシピ教室 参加者募集
日本人の主食「お米」の簡単レシピ教室です。たくさんの方

労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、
政府が管理運営し
ている強制加入の保険制度で、労働者が業務上負傷した場合、
労働者が失業した場合等に必要な保険給付を行っています。
労働保険は、原則として、労働者を1人でも雇用していれば、
加入手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。
なお、手続指導および加入勧奨によっても自主的な加入手
続きを行わない事業主に対しては、強制的な加入を含めた対
策を実施しています。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所または
埼玉労働局労働保険徴収課（☎048-600-6203）におたずねく
ださい。
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

11/8（金）
まで

のお申込みをお待ちしています！
日時

11/18（月）10：00～13：00（受付は9：45から）
調理実習と試食

内容

さけずし、きのこの豚肉巻き、水ようかん、他
総合福祉センター 2階 栄養実習室

会場
対象者

町内在住の方

参加費

無料

主催

定員 10名（先着順）

持ち物 エプロン･三角巾

横瀬町食生活改善推進員協議会

（事務局：健康づくり課）
問・申込 健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116
※11/13（水）
までにお電話でお申し込みください。
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よこぜ 情 報 掲 示 板
財務省関東財務局へご相談を！

●詐欺的な投資勧誘に関するご相談

☎048-613-3952

●電子マネー詐欺相談（架空請求等） ☎048-600-1152
●多重債務相談（借金返済の悩み・相談）
☎048-600-1113

パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる
様々な人権問題に取り組むため、全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間として、通常の受付時間を延長するなどし、
一人でも多くの女性から専用相談電話（☎0570-070-810）に

国税庁では、
「くらしを支える税」をテーマとして、税の役割
や適正・公平な課税と徴収の実現に向けた国税庁・国税局・税
務署の取組について紹介し、国民の皆さまに国民生活と税の

租税の意義や役割について、あらためて考えてみませんか。
詳細は、国税庁ＨＰ（www.nta.go.jp）
または秩父税務署（☎
22-4433（自動音声案内２番））へ。

「税を考える週間」行事 特別講演会
鈴木啓太氏（元浦和レッドダイヤモンズ/元サッカー日

講師

よる相談を受け付けます。

本代表/AuB株式会社 代表取締役）

8:30〜19:00

時間

講演テーマ 「～未来に無限大の可能性を抱け！～」

※ただし、11/23（土）および24（日）は10:00〜17:00
相談担当者

11/11（月）～17（日）は「税を考える週間」
です。

上を図ることとしています。

さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、夫・

11/18（月）〜24（日）

「税を考える週間」

関わりを理解してもらうことにより、国民各層の納税意識の向

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間の実施について

期間

法務局職員と人権擁護委員が対応します。
（秘

密は厳守します。
）
問さいたま地方法務局人権擁護課

日時

11/5（火）18:00開場／18:30開演

会場

秩父地域地場産業振興センター 4階大ホール
無料

入場料

☎︎048-859-3507

定員 400名

忘年会＆新年会シーズン到来！
「同窓会応援事業」
を活用しよう！

一般社団法人 秩父法人会 秩父支部

いてきました。
ぜひこの機会に横瀬町の「同窓会応援事業」を活用して同
窓会を開きましょう！
横瀬町内
横瀬小学校・中学校、芦ヶ久保小学校の卒業生

対象者

※出席者が20名以上（うち10名以上が町外在住者）であるこ
と。
（同学年の卒業生の半数以上が出席し、
うち半数以上が
町外在住者である場合も含む）
※同窓会参加者へ町が提供するパンフレット等を配布すること
補助額

町内在住者の人数×1,000円、町外在住者の人数×

2,000円（上限5万円）
問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112

姿の池は、町が所有する農業用ため池です。姿地区の水田
耕作者で構成される姿水利組合が利用・管理しており、昨年に
引き続き耐震化工事が実施されています。
マップが完成いたしましたので、工事内容とあわせ住民説明

場所

町民会館 大会議室

問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

県立熊谷高等技術専門校 秩父分校からお知らせ
技能講習の受講生募集
秩父13 介護福祉士試験準備講習（受験直前対策）

講習名

講習日 1/11（土）、1/18（土）
9：00～16：00

時間

2,000円

受講料
申込

テキスト代 無料

12/1（日）～10日（火）まで往復はがきまたはホーム

ページで

埼玉県弁護士会では、障がい者週間（12/3～9日）にあたり、
障がい者の方々の法律相談に、弁護士が電話とFAXでお答え
します。
障がい者ご本人に限らず、
ご家族、関係者からの相談も受
け付けます。

また、
この度、耐震性能が向上した姿の池についてハザード

11/28（木）18:30～20:00

☎︎25-1922

障がい者無料法律相談110番

姿の池の耐震化工事およびため池ハザードマップに
係る住民説明会の開催について

開催日時

公益社団法人 秩父青年会議所
問一般社団法人 秩父法人会

問熊谷高等技術専門校 秩父分校 ☎︎22-1948
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0808/

申請期日 同窓会開催日の14日前まで

会を開催します。

事前申込優先

一般社団法人 秩父法人会

主催

今年も残り2ヶ月を切り、忘年会や新年会のシーズンが近づ

開催場所

information

お知らせ

関東財務局では、地域の皆さまからの相談を無料で受け付
けておりますので、一人で悩まずに、
まずはご相談ください。

YOKOZE

日時

12/9（月）10：00～16：00

☎048-837-1022（相談専用） FAX048-837-1005（相談専用）
※相談専用の電話番号とFAXは法律相談実施日（12/9）当日
のみ利用可能です。
費用

無料

事前申し込み不要

問埼玉弁護士会法律相談センター ☎︎048-710-5666
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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

社協定例相談

●身体・知的障がい児(者)について

横瀬町社会福祉協議会

●心配ごと相談

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

横瀬町定例相談

☎22-7380

横瀬町役場総務課

●行政相談

日時 11/26（火）13:00～15:00
場所 横瀬町総合福祉センター

日時 11/12（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

●結婚相談 ※1週間前までに要電話予約

●精神障がい者について

日時 11/20（水）
・12/18（水）18:00～20:00
場所 横瀬町町民会館

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 11/21（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

秩父保健所
秩父保健所

●障がい者の就労等について

●特設人権相談所

医師相談
日時 11/12（火）13:30～15:00
臨床心理士（公認心理師）相談
日時 12/27（金）14:00～16:00

●消費生活・多重債務相談について

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

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

☎25-0111

日時 11/14（木）13:00～16:00
場所 横瀬町役場3階 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

埼玉県定例相談
県民相談総合センター ☎048-830-7830

●弁護士による出張法律相談

＃7171

日時 毎月第4水曜日 13：00～16：00
場所 秩父地方庁舎1階
※要予約、1人30分以内

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。

●就職相談 専用受付ダイヤル

日時

☎048-780-2034
第1・第3水曜日 10:00～16:00

₂₀₁₉年₁₁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）

3日
4日
10日
17日
23日
24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）
松本クリニック
（内）
小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
大谷津医院（内・小）
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

日野田町

☎︎22-3000 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 秩父市立病院

桜木町

☎︎23-0611

阿保町

☎︎22-6329 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

11/2 皆野病院、11/9 秩父市立病院
11/16 秩父病院、11/30 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/

交通事故情報（ ）前年比

事件発生情報
︵₂₀₁₉年₁月₁日～₉月₃₀日︶

（2019年₁月₁日～₉月₃₀日）
人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

不法侵入 ◦1件
◦19件（－1）
窃盗 ◦8件
◦1件（+1）
《注意》
器物損壊 ◦2件
◦26件（－6）
◦119件（－11） 振り込め詐欺に 傷害・暴行 ◦1件

事故死ゼロ 175日

ご注意ください。

▶国民健康保険税

11月の ▶介護保険料
納税

▶後期高齢者医療保険料

秩父郡市歯科医師会 応急処置
3日
4日
23日
24日

診療時間（10:00～13:00）
黒 谷 ☎︎22-1118
中村町 ☎︎24-6484
小鹿野町 ☎︎75-0050
太 田 ☎︎62-1149

田口歯科医院
岩田歯科医院
みつはし歯科クリニック
そよ風歯科医院

第5期
第5期
第5期

納期限:12/2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。

百歳のお祝い
石毛秋子さん（大正8年10月7日生）が100歳の誕生日を
迎え、富 田 町 長 から
寿詞と記念品が贈呈
されました。

「つたゑシル」が開催されました！
！

おめでとうござい
ます。
これからもお体を

地元のごはん、
地酒、
音楽、
クラフト、
雑貨など、
ぜひ皆さ

大切に、お元気でい

んに知ってほしい素敵な出展者さんを集めた「つたゑシ

てください。

ル」が10/5（土）
ウォーターパークシラヤマにて開催されま
した。

川東老人クラブによる
清掃活動が行われました
9/30（月）
、川東老人クラブの皆さんにより13区地内にあ
る阿左美廣治代議士の顕彰碑の清掃活動と、その付近の
ごみ拾いなどを行いました。

「里宮の神楽」が奉納されました。
10/1
（火）
、
武甲山御嶽神社里宮の秋季例大祭において、
武甲山御嶽神社里宮太々神楽保存会の皆さんによる
「里
宮の神楽」
（町指定無形民俗文化財）
が奉納されました。
現在は、17座あるうちの14座が奉納されています。今
年は、暑いくらいの秋晴れのもと、見物客やカメラマンも
多く、賑わっていました。

すず き

ゆう

鈴木 悠くん
2018年11月16日生
聖仁・静香夫妻
（10区）

いつもニコニコ なぁれ!
元気に大きく

［表紙の写真］
表紙の紅茶は、横瀬生まれの茶葉を使
い、横瀬で加工した“和”の紅茶です。耕作
放棄地だった宇根地区の茶畑を再生して
作りました。現在では茶摘み体験などで
も活用されています。横瀬の“和”紅茶の
全体的な特徴として『渋みが少なく甘み
があり、そのままでも飲みやすい』のが特
徴です。道の駅あしがくぼなどで購入することができます。

●「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-mail machikei@town.yokoze.saitama.jp

町 の 人口と 世帯数
No.

616

2019年₁₀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

3,149（ −3） 3,853（ −6） 3,902（ −5）

7,755（−11）

3,344（ −1） 4,087（ −4） 4,144（ −5）

8,231（ −9）

195（ ＋2）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

234（ ＋2）

242（ ±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）

