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Press Release 令和４年６月１日

（報道関係各位）

秩父市立中学校生徒の新型コロナウイルス感染について

令和４年６月１日に、秩父市立中学校の生徒が新型コロナウイルスに感染していることが確認さ

れました。当該学年において複数の陽性者が確認されたため、６月２日（木）から６月６日（月）

まで学年閉鎖とします。

１ 学校の区分

秩父市立中学校の生徒

２ 症状、経過

生徒①

発熱

６月１日（水）発熱により医療機関を受診、抗原検査の結果陽性が判明。

生徒②

発熱

６月１日（水）発熱により医療機関を受診、抗原検査の結果陽性が判明。

３ 市の対応

引き続き保健所等と連携して当該教室をはじめ、校内の消毒を実施し、感染拡大防止に努めてま

いります。

※生徒および家族への人権尊重・個人情報保護にご理解、ご配慮をお願いいたします。

教育委員会保健給食課

担当者：井上

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４
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（報道関係各位）

外国語指導助手による児童生徒向けの『ALT 通信』を発行

英語教育と国際理解教育の推進を目的に、アナログとデジタルのハイブリッド ALT 通信を発行し

ています

【strong point/ここが言いたい！】

秩父市教育委員会では、市内小中学生の英語力の向上と国際感覚の醸成のため、市内に配置され

ている英語指導助手（ALT）と協力し、毎月『ALT 通信』を発行しています。

内容は、ALT の自己紹介や、自国の文化や日本文化との違い、日常の出来事などを英語と写真で

わかりやすく紹介しています。英語のクイズやパズルなども掲載し、楽しみながら英語を学べる内

容になっています。簡単な英文で構成されている小学生向けと、少し難易度を上げた中学生向けの

２種類を発行しています。

最大のポイントは『アナログとデジタルのハイブリッド通信』となっていることです。通信の紙

面には QR コードが複数あり、スマートフォンなどの端末で読み取ることで、自己紹介の動画を視

聴できたり、記事の内容に関する４択問題に挑戦をしたりすることができるようになっています。

児童生徒が解答を送信すると、その場で正答や解説を確認することができます。各学校に周知して

いる URL や QR コードを用いれば、GIGA スクール構想により、児童生徒が１人１台持っているクロ

ームブックで ALT 通信を読んだり、動画を視聴したりすることもでき、印刷をして配付する手間を

省くこともできます。

また、教育委員会では送信された情報から解答者数や各問題の正答率などを集約し、児童生徒の

英語力の課題や ALT 通信の活用の実態を把握し、改善に取り組んでいます。取り組みを盛り上げる

ため、秩父市のイメージキャラクターである「ポテくまくんクリアファイル」を作成し、問題に正

解した児童生徒の中から毎月抽選でプレゼントしています。

通信は、市内の保護者に一斉メールで通知した URL や児童生徒に配布したチラシの QR コード、

教育委員会や各学校のホームページ、各学校からの配付等で確認することができます。

秩父市教育研究所

担当者：笠原 俊

☎０４９４－２２－２４４６

FAX：０４９４－２３―９２９４



令和 4年度 秩父市外国語指導助手（ALT）活用事業 

『ALT通信』の発行について 
秩父市教育委員会教育研究所 

 

  秩父市教育委員会では、ＡＬＴの有効活用と、市内の児童生徒の英語力の向上のため、ALT 通信を

発行しています。令和４年度から、紙面の QR コードで動画を視聴したり、問題に挑戦したりすることが

できるようになりました。ALT通信を読んで、楽しく英語力を伸ばしましょう。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

『ALT通信』は、右の QRコードで確認できる他、秩父市教育員会のホームページでも 

読むことができます。各学校でも掲示等がされているので、毎月チェックしてみてください！ 

QR コードで ALT の自己紹介動画を見ること

ができます。文字だけでなく、動画で英語を視

聴しましょう！ＵＲＬをクリックでもＯＫ！ 

 
 

 

外国の生活や文化などについてのまとまった

英文のコーナーです。少し難しければ、先生や

家族の力も借りてみてください。 

 
 

 

英文の内容に関する問題を QR コードから

『Google Form』で出題します。その場で正解

も確認できるので、「読む力」を伸ばしましょう！  

 

 

 

「ALT の最近の出来事」やクロスワード・クイ

ズのコーナーで、楽しく英語を学びましょう。 

英語が苦手でも大丈夫！ 

 
 

 

英語検定の類似問題です。英語検定にも積極

的にチャレンジしてください！ 

動画が見られる！ 

英文を読む！ 

問題に答える！ 

英語を楽しむ！ 

英検に挑戦！ 

英文の内容についての質問に答えると、毎月、全

問正解者の中から抽選で２０名の児童生徒に「ポテくま

くんクリアファイル（非売品）」をプレゼント！毎月挑戦し

て、ぜひゲットしてね！ ※解答期限は各月末です。 

ボクもほしい～ 

★ALT通信はここから！→ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

My name is Mercy Jenkins.(メルシー・ジェンキンス) 

My hobby is watching movies.  

I like to sing songs. 

I like Japanese foods. Nice to meet you! 

① I have piano (           ) on Tuesdays.  【５級レベル】  

1  desks      2  books      3  chairs      4  lessons 

 

② I don’t know these words. I need a (          ). 【４級レベル】 

    １  dictionary       ２ classroom         ３  ticket           ４  stamp 

① I goes to Arakawa junior high school by train. 

② I went to Chichibu Geo Gravity park with my husband! 

 

英検 Challenge 

 

I am from the Philippines. 

We speak Tagalog* and English. We wear Saya*. 

We often use tricycles*. We have beautiful beaches.  

You can swim with whales*!  

You can eat delicious food and shaved ice*.  

Please come to the Philippines someday. 
 
※Tagalog 「タガログ語」    Saya 「サヤ（フィリピン女性の民族衣装のスカート）」 

tricycles 「３輪自動車」   whales 「クジラ」    shaved ice 「かき氷」 
    

□dog 

□cat 

□fish 

□lion 

□tiger 

a b f o x i 

y f d c a t 

l i o n s i 

w s c d o g 

m h o r s e 

f o w l p r 

 全部見つかったかな？全部で１０種類の

動物がいるよ！ 答えは QRコードで↑ 

（ALTの最近の出来事） 

（ALTの自己紹介） 

（英検問題に挑戦！） 

動画でチェック♪ 

4択問題に 

チャレンジ！！ 

①                       ②             

https://drive.google.com/file/d/1jDk-grVcu94oojZDE6LZ62qxXNNdbe5p/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Bb33x3lRxicIEQ1EAYggRLeXkBvxC3-u/view?usp=sharing 

 
https://forms.gle/5m21hRskGU2jZqbn9 

 

https://forms.gle/Tu5meDjo4yFQCUDT6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

My name is Lotus. Nice to meet you! I come from China. I like music 

and I can play the violin. I like watching Japanese animations.  

I live in Chichibu now. I moved here recently so please tell  

me more about Chichibu. Let’s enjoy learning English! 

① Ｍｉｋｅ (           ) three friends to his birthday party.  【3級レベル】  

1  told      2  made      3  visited      4  invited 

 

② I don’t know these words. I need a (          ). 【4級レベル】 

    １  dictionary       ２ classroom         ３  ticket           ４  stamp 

① I enjoyed cycling in Chichibu. 

② I Cooked food like Macaroni Salad. 

③I watched Japanese animations.(「Attack on Titan」進撃の巨人) 

 

英検 Challenge 

Chinese New Year is called* the Spring Festival. It is the first day of the year, 

based on lunar calendar*. We celebrate Chinese New Year during January. 

We usually have more than seven days’ holiday for the Spring Festival. All of 

the family members get together on New Year’s Eve. Children can get money in 

red envelops*. You can see red color everywhere because red is lucky color for 

us.  

Dragon Dance is very popular during the Spring Festival. It is a traditional* 

performance* in China. The dragon is a Chinese symbol* of good fortune. 

How do you spend your New Year’s Day? 
 
※is called ～ 「～と呼ばれる」   based on lunar calendar*「太陰暦に基づいて」 

envelop(s)「封筒」   traditional「伝統的な」 

performance「パフォーマンス」   symbol 「シンボル、象徴」      

□dog 

□cat 

□fish 

□lion 

□tiger 

a b f o x i 

y f d c a t 

l i o n s i 

w s c d o g 

m h o r s e 

f o w l p r 

 全部見つかったかな？全部で１０種類の

動物がいるよ！ 答えは QRコードで↑ 

（ALTの最近の出来事） 

（ALTの自己紹介） 

（英検問題に挑戦！） 

動画でチェック♪→ 

 

4択問題にチャレンジ！！ 

①               ②               ③ 

https://drive.google.com/file/d/16vVKwxq65jJp4E0lncJFztC_xBf87uJL/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jDk-grVcu94oojZDE6LZ62qxXNNdbe5p/view?usp=sharing 

https://forms.gle/aYdxFKo5DLkLbfh98 

https://forms.gle/QbNG5J9u5jqGKSSAA 
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農工チャレンジショップをリニューアルオープンします

【strong point/ここが言いたい！】

番場通りで行っていた「農工チャレンジショップ」を、買継商通りの建物に移してリニューアル

オープンします。

埼玉県立秩父農工科学高等学校による野菜の販売やポップコーン無料配布、また秩父銘仙・秩父

織物の販売・展示を行う等、高校生の活躍の場づくりと併せて伝統産業のＰＲも行うコミュニティ

スペースとしての活用を目指します。

１、リニューアルオープン日時

令和４年６月１１日（土）・１２日（日） ※両日とも午前１１時から午後４時３０分まで

２、場所 秩父市番場町１１番１４号（旧ＮＰＯ秩父まちづくり工房）

３、その他 （１）店舗の名前についてもリニューアルいたします。（オープン当日に発表）

（２）当日のセレモニー等は行いません。

（３）６月１２日（日）以降の営業日については、ＳＮＳ、秩父元気プロモーション

の Facebook 等でご案内します。

（４）秩父農工科学高等学校内にある「秩父元気プロモーション」が販売を行います。

※「秩父元気プロモーション」とは、大好きな「秩父」を少しでも元気にしたい！

そんな気持ちを持った秩父農工の生徒が設立した模擬会社です。

【next plan/今後の事業展開】

今後については、川瀬祭等のイベント開催時に合わせてイベントを企画していくとともに、ちち

ぶ銘仙館とタイアップして、展示する銘仙を変えていく等リピーターの増加を図ります。

産業観光部産業支援課

担当者：堀口・三ツ井

☎０４９４－２５－５２０８

FAX：０４９４－２５－０１３６

販売品

見本
外観
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市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生について

市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生につきましては、検査の結果、本日新たに医

療職員１人の新型コロナウイルス感染症の陽性を確認いたしました。

１ 所属等

秩父市立病院に勤務する医療職員 １人

市内在住（通勤は自家用車を使用）

２ 陽性確認日 令和４年６月１日

３ 市の対応

引き続き、保健所の指導のもと、感染拡大防止に努めるとともに、当該病棟の患者様や職員に

対し検査を実施し、経過観察をしてまいります。

外来および病棟の診療については、現在のところ通常どおり実施しております。

患者様やご家族をはじめ地域の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願い申し上げます。

秩父市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０
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市議会６月定例会の議案について

【strong point/ここが言いたい！】

１ 会 期 ６月８日（水）午前１０時 開会
～

６月２８日（火） 【２１日間】（案）

２ 場 所 秩父市役所 ４階 議場

３ 内 容 地方自治法第１０２条第２項の規定により、秩父市議会６月定例会を令和４年

６月８日午前１０時、秩父市役所に招集する。

本市議会定例会は、市当局からの付議する議案が、補正予算（即決）、規約の

変更、条例の一部改正・新規制定、補正予算の計６件であり、また、一般質問の

質問者は１４人が予定されている。

４ 特記事項 （１）付議する事件 ６件

①補正予算（即決） １件

②規約の変更 １件

③条例の一部改正 ２件

④条例の新規制定 １件

⑤補正予算 １件

総務部総務課

担当者：乾

☎０４９４－２２－２２５１

FAX：０４９４－２２－１３６３



　会期の予定

区  分 月   日 曜日 議                           事

第１日 ６月８日 水

○開会
○会議録署名議員の指名
○会期の決定
○埼玉県及び全国市議会議長会からの表彰状の伝達
○諸報告
○市長提出議案の報告
○議案第４７号から議案第５２号まで一括上程、説明

第２日 ６月９日 木 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第３日 ６月１０日 金 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第４日 ６月１１日 土 ○休会（土曜日）

第５日 ６月１２日 日 ○休会（日曜日）

第６日 ６月１３日 月
○請願・陳情
○議案に対する質疑
○議案の委員会付託

第７日 ６月１４日 火 ○総務委員会

第８日 ６月１５日 水 ○まちづくり委員会

第９日 ６月１６日 木 ○文教福祉委員会

第１０日 ６月１７日 金 ○委員会（予備日）

第１１日 ６月１８日 土 ○休会（土曜日）

第１２日 ６月１９日 日 ○休会（日曜日）

第１３日 ６月２０日 月 ○市政に対する一般質問

第１４日 ６月２１日 火 ○市政に対する一般質問

第１５日 ６月２２日 水 ○市政に対する一般質問

第１６日 ６月２３日 木 ○休会（事務整理）

第１７日 ６月２４日 金 ○休会（事務整理）

第１８日 ６月２５日 土 ○休会（土曜日）

第１９日 ６月２６日 日 ○休会（日曜日）

第２０日 ６月２７日 月 ○休会（事務整理）

第２１日 ６月２８日 火

○委員長報告
○委員長報告に対する質疑
○討論
○採決
○閉会

令和４年６月定例会会期日程（案）

開   議

午前１０時

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

午前１０時

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

午前１０時

午前１０時

午前１０時

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

午前１０時

　自 令和４年６月８日
２１日間

　至 令和４年６月２８日



秩 父 市 議 会 ６ 月 定 例 会 （ 内 容 一 覧 ）

会 期 ６月８日（水）～６月２８日（火）予定

議 案 補正予算 １件（即決） 規約の変更 １件 条例の一部改正 ２件

条例の新規制定 １件 補正予算 １件 計 ６件

議案第４７号 令和４年度秩父市一般会計補正予算（第１回）（即決）

【子育て世帯臨時特別給付金の補正措置】

議案第４８号 秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について

【共同処理する事務にし尿の収集及び処理に関することを加えることに伴う

規約の変更】

議案第４９号 秩父市印鑑条例の一部を改正する条例

【コンビニ等における印鑑登録証明書の自動交付に関する所要の改正】

議案第５０号 秩父市介護保険条例の一部を改正する条例

【第１号被保険者に係る介護保険料の減免対象期間を延長する所要の改正】

議案第５１号 秩父市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

【市立小学校及び中学校の学校給食費の公会計化に伴う条例の新規制定】

議案第５２号 令和４年度秩父市一般会計補正予算（第２回）

【デジタル田園都市国家構想推進事業委託料等の補正措置】



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年６月２日

（報道関係各位）

市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生について

市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生につきましては、検査の結果、本日新たに医

療職員１人の新型コロナウイルス感染症の陽性を確認いたしました。

１ 所属等

秩父市立病院に勤務する医療職員 １人

市内在住（通勤は自家用車を使用）

２ 陽性確認日 令和４年６月２日

３ 市の対応

引き続き、保健所の指導のもと、感染拡大防止に努めるとともに、当該病棟の患者様や職員に

対し検査を実施し、経過観察をしてまいります。

外来および病棟の診療については、現在のところ通常どおり実施しております。

患者様やご家族をはじめ地域の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願い申し上げます。

秩父市立病院

担当者：事務局次長兼管理課長 石野

☎０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年６月３日

（報道関係各位）

秩父市立小学校児童の新型コロナウイルス感染について

令和４年５月３０日および６月３日に、秩父市立小学校の児童が新型コロナウイルスに感染して

いることが確認されました。当該学級において複数の陽性者が確認されたため、６月４日（土）か

ら６月８日（水）まで学級閉鎖とします。

１ 学校の区分

秩父市立小学校の児童

２ 症状、経過

児童①

発熱

５月３０日（月）発熱により医療機関を受診、ＰＣＲ検査の結果陽性が判明。

児童②

発熱

６月３日（金）発熱により医療機関を受診、ＰＣＲ検査の結果陽性が判明。

３ 市の対応

引き続き保健所等と連携して当該教室をはじめ、校内の消毒を実施し、感染拡大防止に努めてま

いります。

※児童および家族への人権尊重・個人情報保護にご理解、ご配慮をお願いいたします。

教育委員会保健給食課

担当者：井上

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年６月３日

（報道関係各位）

市立病院における新型コロナウイルス感染症の発生について

５月２６日より発生している市立病院における新型コロナウイルス感染症に関連しまして、検査

の結果、本日新たに入院患者様１人の新型コロナウイルス感染症の陽性を確認いたしました。

１ 所属等

入院中の患者様 １人

２ 陽性確認日

令和４年６月３日

３ 市の対応

引き続き、保健所の指導のもと、感染拡大防止に努めるとともに、当該病棟の患者様や職員に

対し検査を実施し、経過観察をしてまいります。

外来および病棟の診療については、現在のところ通常どおり実施しております。

患者様やご家族をはじめ地域の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願い申し上げます。

秩父市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年６月６日

（報道関係各位）

秩父市立中学校生徒の新型コロナウイルス感染について

令和４年５月３１日から６月６日にかけ、秩父市立中学校の生徒が新型コロナウイルスに感染し

ていることが確認されました。当該学校において複数学年に複数の陽性者が確認されたため、６月

７日（火）から６月１１日（土）まで学校閉鎖とします。

１ 学校の区分

秩父市立中学校の生徒

２ 経過

学年①

５月３１日（火）から６月６日（月）にかけ、複数人の陽性が判明したため、学年閉鎖。

学年②

６月６日（月）に、複数人の陽性が判明したため、学年閉鎖

上記２学年の学年閉鎖を受け、学校閉鎖とします。

３ 市の対応

引き続き保健所等と連携して当該教室をはじめ、校内の消毒を実施し、感染拡大防止に努めてま

いります。

※生徒および家族への人権尊重・個人情報保護にご理解、ご配慮をお願いいたします。

教育委員会保健給食課

担当者：井上

☎０４９４-２２-２４４３

FAX：０４９４-２３-９２９４



秩父市

Chichibu City

■以前の様子

Press Release 令和４年６月７日

（報道関係各位）

見頃を迎えます！ 武甲山の希少植物「ムラサキ」

【strong point/ここが言いたい！】

武甲山資料館では、武甲山の貴重な植物の保護増殖に取り組む秩父太平洋セメント（株）様のご

協力をいただき、万葉植物で、古来より根が染料として利用されている「ムラサキ」の特別展示を

行います。

「ムラサキ」は多年草の植物で、初夏から夏にかけて白い花を咲かせます。埼玉県レッドデータ

ブックによれば、県内のムラサキは野生絶滅と記載されています。

万葉集にはムラサキを詠んだ歌があり、染料や薬用植物としても古くから利用されていました。

また、校歌や花の形を校章にしている学校もあるなど、ムラサキと人とのつながりは深いものがあ

ります。

ぜひこの機会にご覧ください。

■期 間

令和４年６月１５日（水）～６月２９日（水）

※ 開花状況により短縮の可能性がありますので、

お問い合わせください。

■開館時間 午前９時～午後４時

■休 館 日 火曜日

■入 館 料 大人：２１０円 小中学生：１００円

教育委員会文化財保護課 武甲山資料館（秩父市大宮６１７６番地）

担当者：小林・持田

☎・FAX：０４９４－２４－７５５５

http://www.bukohzan.jp/

※入館時のお願い

・マスクの着用をお願いします。

・入館時・退館時の手洗いやアルコール消毒にご協力ください。

・発熱や風邪症状のある方はご遠慮ください。



秩父市

Chichibu City

■「クレーターレイクジオパーク」イメージ

秩父記者クラブ各位 令和４年６月１３日

秩父地域で「フィンランドのジオパーク特別展」を開催
ジオパーク秩父と埼玉フィンランド協会との協働事業

【strong point/ここが言いたい！】

秩父地域１市４町で展開している「ジオパーク秩父」

（秩父まるごとジオパーク推進協議会）では、この度、

一般社団法人埼玉フィンランド協会（米竹 明理事長）

との協働により、フィンランドの「クレーターレイク

ジオパーク（Impact Crater Lake Geopark）」を紹介

する特別展を秩父地域で開催することになりました。

●協働事業の契機

「クレーターレイクジオパーク」は約 7,800 万年前

に隕石の衝突によってできたクレータ湖（ラッパヤル

ビ湖）を中心としたユネスコ世界ジオパークの一つです。過去には海の時代があったこと、石灰岩

の採掘が行われているなど、ジオパーク秩父との類似性があり、1984 年の「チチブクジラ」発見

時に両地域関係者の交流があったことなどもきっかけとなり、今回の企画が実現しました。

●特別展の概要

展示会名：「フィンランドのジオパーク特別展」

～隕石の衝突によりつくられた湖～

開催期間：令和４年６月１７日（金）から７月１日（金）まで

※市役所開庁日・開庁時間のみご覧いただけます

開催会場：秩父市役所本庁舎１階エントランス

そ の 他：今後、秩父地域の各会場にて持ち回り展示を企画しています。

詳細についてはジオパーク秩父公式ホームページや公式

ＳＮＳ（フェイスブック、インスタグラム、ツイッター）等で随時ご案内します。

主 催：一般社団法人埼玉フィンランド協会

協 力：秩父まるごとジオパーク推進協議会

後 援：フィンランド大使館 ビンペレ市

産業観光部観光課 担当者：宮前

☎０４９４－２５－５２０９

FAX：０４９４－２７－２６２７



秩父市

Chichibu City

Press Release 令和４年６月１３日

（報道関係各位）

市立病院における新型コロナウイルス感染者について

５月２６日以降、複数回にわたり発生しました、市立病院における新型コロナウイルス感染者に

関しましては、６月３日に陽性者が判明してから新規感染者は発生しておらず、主流であるオミク

ロン株の特性を考慮すると、感染は制御されている状況です。

このため、一部制限していた病棟の体制を６月１３日から従前の体制に戻します。

患者様やご家族をはじめ地域の医療機関、関係機関の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけした

ことを心よりお詫び申し上げます。

今後も保健所の指導のもと、さらに感染防止対策を徹底し、安全・安心な病院運営に努めてまい

りますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

秩父市立病院

担当者：事務局長 坂本

☎０４９４－２３－０６１１

FAX：０４９４－２３－０６５０



秩父市

Chichibu City

（参考）去年の森林環境教育の様子

Press Release 令和４年６月２３日

（報道関係各位）

森林環境教育を行います！
市では、木と触れ合い森のことを学ぶ「木育(もくいく)」を推進しています。

森林を知り、林業の大切さ、面白さを体感してもらいます！

【strong point/ここが言いたい！】

１ 日 時

①７月１日（金）

午前８時４０分頃～午前１０時２０分頃

②７月５日（火）

午前８時４５分頃～午後３時３０分頃

③７月７日（木）

午前９時３５分頃～午前１１時２５分頃

※調整により、時間が変更になる場合があります。

２ 場 所

荒川東小学校（①、③）・栃本広場周辺および栃本市有林内（②）

３ 内 容

森林が近い立地を活かし、森林・林業について学び始める小学校４年生の生徒たちを対象に、

地域の森林を知り、林業の大切さ、面白さを体感してもらう授業を行います。地域の森林や林業

という仕事に興味を持ってもらうことを目指します。

①事前学習

②栃本広場・栃本市有林内散策・間伐現場見学

③箸づくり・新聞づくり

※対象は荒川東小学校４年生２７人

※本事業受託事業者：一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社

※荒天時は実施内容を変更する場合があります。

【next plan/今後の事業展開】

次回は１１月頃に、荒川東小学校５年生を対象に林業学習（仮）を行う予定です。これからも学

校との連携を積極的に行い、森林の大切さ、林業という仕事の重要さや、木の素晴らしさを伝えて

いきたいと考えております。

環境部森づくり課

担当者：大沢

☎０４９４－２２－２３６９

FAX：０４９４－２２－２３０９



秩父市

Chichibu City

■秩父滝沢サイクルパークＢＭＸコース

Press Release 令和４年６月３０日

（報道関係各位）

第１３回秩父市長杯・コロンビア共和国大使杯

ＢＭＸ大会開催

【strong point/ここが言いたい！】

秩父滝沢サイクルパークＢＭＸコースにおいて、第

１３回秩父市長杯・コロンビア共和国大使杯ＢＭＸ大

会を開催します。

昨年行われた東京２０２０オリンピックで、ホスト

タウンとして築いた関係を今後も継続していくため、

今大会より名称にコロンビア共和国大使杯を新たに

加えて開催いたします。今年も東日本を中心に全国各

地から大勢の選手の参加が予想され、年齢・能力別の

各クラスに分かれてレースを行います。

また、地面を蹴って進むペダルなし自転車「ランニングバイククラス」も同時開催いたします。

このクラスは３歳から５歳までの子どもたちが参加することができます。

１ 開催日時 令和４年７月１８日(月・祝)海の日 午前８時３０分から午後４時（予定）

※雨天決行

２ 場 所 秩父滝沢サイクルパークＢＭＸコース 秩父市大滝２９０１番地

３ 内 容 ①ライダーズミーティング（開会式）

②チャンピオンシップクラス（プロ選手）

チャレンジクラス（各年齢別）

③ランニングバイク ３，４，５歳クラスの計３クラス

４ 当日のスケジュール予定 （天候やエントリーの状況により前後することがあります）

午前 ８時３０分～午前 ９時００分 受付

午前 ９時００分～午前１０時２５分 公式練習

午前１０時３０分～午前１１時００分 ライダーズミーテイング（開会式）

午前１１時００分～ レース開始

午後 １時４５分～ 決勝レース

午後 ３時００分～ 表彰式

５ 問 合 せ 秩父滝沢サイクルパーク レイクビューハウス ☎０４９４－５３－２１２１

大滝総合支所 地域振興課

担当者：新地

☎ ：０４９４－５５－０８６１

FAX：０４９４－５５－０１７２



秩父市

Chichibu City

Ｒ３年度の様子(和銅黒谷駅前）

Press Release 令和４年６月３０日

（報道関係各位）

夏の交通事故防止運動キャンペーン「おしぼり作戦」実施！

【strong point/ここが言いたい！】

埼玉県では、令和４年７月１５日(金)～２４日(日)の１０

日間を、県下一斉「夏の交通事故防止運動」期間としていま

す。

夏の行楽シーズンを迎える当市は、市民はもとより、観光

客など当市を訪れるドライバーの方々へ、交通事故防止を呼

び掛けるために、ナスと除菌ウエットティッシュ等の啓発品

を配布し、夏の交通事故防止運動に先駆け、「おしぼり作戦」

として実施します。

主 催 秩父市交通安全母の会・秩父市

日 時 令和４年７月１４日(木) 午前１０時～１１時

場 所 和銅黒谷駅前路上

※取材に来られる際には、和銅バーベキューセンター（黒谷３１２－１）駐車場をご利用ください。

なお、恐れ入りますが、必ず白線内に駐車していただきますようお願いいたします。

参加人数 交通安全母の会会員・交通指導員・警察関係者等 計約３５名

配布物 ナス・除菌ウエットティッシュ等

その他 ・開始時にセレモニーが１５分程度あります。

・雨天時は、秩父歴史文化伝承館１階にてセレモニーを行い、ウニクス秩父・西武秩父駅・秩父市役所

で、啓発品を配布します。

市民部市民生活課

担当者：末松

☎０４９４－２６－１１３３

FAX：０４９４－２６－１１３２


