Public Information HIKI

平成18年９月１日発行

■渡りきったゾー！
！
少年少女消防体験入隊にて
ロープ渡り訓練体験中

●とぴっくすＨＩＫＩ ………………………P2〜3
管内９市町村のニュース、イベント･観光情報

●ついてますか？住宅用火災警報器！ ……P4〜5
火災警報器の設置について

●くみあいインフォメーション ……………P6〜7
組合からのお知らせなど

埼玉県ゆかりの偉人展 in 滑川町

伝統の味「おやき」をご賞味あれ

郷土の文化に対する認識や愛
着を育み、特色あるふるさとづ
くりを推進するため、市町村と
県が連携して「埼玉県ゆかりの
偉人」の発掘や顕彰等が進めら
れています。
滑川町では来る11月３日、恒
例の『滑川まつり』開催に合わ
せ、『埼玉県ゆかりの偉人展in
滑川町』を開催します。同展で
は、当地に豊富な赤松材から包
装材「ヒギ」を考案したことで
知られる地元滑川町出身の宮嶋
勘左衛門（みやじまかんざえもん。1814〜1868）
をはじ
め、日本近代経済社会の父
といわれる渋沢栄一や日本
の女医第１号の荻野吟子な
ど、埼玉県ゆかりの偉人に
ついて展示紹介します。

東秩父村の地元産野菜を使った手づくり「おやき」が好
評です。約10年前に農産物直売所の活性化を図ろうと、敷
地内に設けた店舗
で製造・販売した
のが始まりで、そ
の評判は口コミで
広がり、今では都
心からもわざわざ
買いに来る方もい
るほど大人気。
「モ
チモチッ」っとし
た弾力ある皮は、
冷えても柔らかさが保てるように工夫されており、中身の
具も「ミックス（切干大根、シイタケ、ニンジン入）」
「し
ゃくし菜」
「芋がら」
「サツマイモあん」
「カボチャあん」の
５種類と豊富です。
（いずれも１個100円）
作りたての「おやき」をぜひ一度、ご賞味ください。

期日：平成18年11月３日
（祝）
〜５日
（日）
会場：滑川町エコミュージアムセンター（TEL 0493−57−1902）
開催時間：9:00〜16:30
◆問合せ先◆ 滑川町総務政策課 TEL 0493−56−2211

販売場所：ＪＡ埼玉中央東秩父農産物直売所
（定休日：水曜日）
おやきの販売日：木・土・日曜日

◆問合せ先◆ JA埼玉中央東秩父農産物直売所
TEL 0493−82−0753

日本スリーデーマーチ

よしみコスモスまつり

ウォーキングの祭典「日本スリーデーマーチ」が11月３
日
（祝）より３日間比企丘陵を舞台に開催されます。この大
会は、毎年８万人を超える
人たちが、日本のみならず、
世界各地からも集まるアジ
ア最大規模の歩く大会です。
今年も自然や歴史などを
見て歩くエコウォークや障
害のある人やベビーカーの
幼児も参加できるゆっくり
ウォークなど、様々なウォ
ークを用意しています。ぜ
ひ日本スリーデーマーチに
参加して、
「風の色」をみつ
けてください。

恒例のよしみコスモスまつりが、道の駅「いちごの里よ
しみ」北東側の耕地で開催されます。約12ヘクタールの広
大な土地にコス
モスの花が一面
に咲き誇り、コ
スモス畑の中を
散策することが
できます。
会場では、地
元農産物を使用
した加工食品の
販売や、枝豆狩
りをすることが
できます。また、熱気球に乗って上空からコスモスを眺め
られる催しも予定していますので、ぜひ、ご来場ください。
日時：10月21日
（土）
･22日
（日） 10:00〜15:00

◆問合せ先◆ 東松山市スポーツ課 TEL 0493−21−1432

◆問合せ先◆ 吉見町産業振興課 TEL 0493−54−1511
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コスモスの花束をあなたに

ときがわ町「都幾川四季彩館」がオープン
７月29日（土）
、都幾川のせせらぎが聞こえる三波渓谷沿
いに、日帰り
温泉「都幾川
四季彩館」が
オープンしま
した。指定管
理者制度を利
用し、都幾川
商工会によっ
て運営される
この施設は、
古民家の休憩
施設や石風呂・檜風呂・足湯などを完備し、自然を満喫し
ながらゆったりとした癒しの時間を堪能できる施設です。
ときがわ町へお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

今年で４回目となる川島町コスモスまつりが、下伊草麦
団地で開催されます。
赤や白、ピンクの色とりどりの花が咲く約１ヘクタール
のコスモス畑を散策したり、自由に花を摘んだりすること
ができます。毎年、町内外から多くのかたが訪れています。

当日は、地元農産物の販売や模擬店も多数出店しますの
で、皆さんでご来場ください。
日時：10月15日
（日） 10:00〜15:00（小雨決行）

◆問合せ先◆ 川島町農政商工課 TEL 049−297−1811

営業時間：10:00〜20:00 水曜日休館
入館料：８００円（入館者全員に足袋をプレゼント！）

◆問合せ先◆

大豆の風味が新鮮です「大豆ようかん」

ときがわ町「都幾川四季彩館」 TEL 0493−65−5515

知的障害者通所授産施設「けやき」
小川町では、総合福祉センターパトリアおがわ別棟に、
知的障害者通所授産施設「けやき」を４月から開設しました。
施設名の「けやき」
は町の木で、大樹にな
ることから、
「けやき」
のように成長してほし
いとの願いを込めて名
付けられました。現在
19名の方が利用して
います。
町ではこの施設を核
とし、障害者支援に取り組み、障害のある方が施設に通い
ながら家庭や地域の中で安心して暮らし続けられるように、
事業を推進してまいります。入所、ボランティア等につい
て詳細はお問い合わせください。

◆問合せ先◆ 知的障害者通所授産施設「けやき」
実行委員会事務局 TEL 0493−74−0082

古き武蔵野の面影を残す鳩山では、町の特産品として大
豆栽培に力を入れています。
農家の方が丹
精こめて作り上
げた大豆。収穫
した大豆は、農
家の方が一粒ひ
とつぶ丁寧に品
質を確認し選別
します。その大
豆を使い、地元
農家の主婦らで
作る起業グループ「美味（あじ）の会」が町の支援を受け商
品化したのが、この「鳩豆ようかん」です。
種類は、プレーンタイプの「純練」
、大豆の食感を生かし
た「粒入」
、
「ゆず入」の３種類です。通常のようかんに比
べ、さっぱりとした感じ。粒入りは、大豆そのものの歯応
えが味わえる食感となっています。ぜひ賞味ください。
お求め先：鳩豆工房旬の花（TEL 049−298−1523）
１本（400ｇ）８００円

◆問合せ先◆ 鳩山町産業振興課 TEL 049−296−5895

迫力満点！時代まつり
今年も嵐山町では、県立嵐山史跡の博物館をメイン会場に、中世に活躍した
東国武将「畠山重忠」
「木曽義仲」を讚え偲ぶ町民の風土によって生まれた「嵐
山時代まつり」を行います。日本刀の鋭い切れ技を披露する剣道奉納や天下泰
平・五穀豊穰を願い当時の流鏑馬を再現します。また、鎧武者に扮した町民の
方々が厳粛な出陣式と共に町内を練り歩く武者行列、古式火縄銃の実演、和太
鼓の演奏は迫力満点。どうぞ、お気軽に足をお運びください。
日時：11月５日
（日） 10：00〜15：00

◆問合せ先◆ 嵐山町教育委員会 TEL 0493−62−2150
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火災警報器はあなたと、あなたの大切な人の生命を守ります。

住宅の寝室や階段などへの火災警報器
（煙式）
の設置が、新築住宅では
今年６月から義務付けられました。
（全国一律）
既存住宅でも平成20年６月１日
（比企広域消防本部管内）
から一般住宅
への設置が義務づけられます。
これは、火災で命を落とした人のうち、何割かは火災警報器があれば
助かった可能性があるからです。
住宅用火災警報器はあなたや家族の命を守る大切な機器です。お早め
の設置をお願いします。
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義務設置（煙式）
寝室 寝室には警報器を取り付ける必要があ
ります。また、子ども部屋でお子さん
が勉強や遊ぶだけでなく、寝る部屋と
してもお使いになられる場合には設置
が必要です。

住宅火災による
死者数は増加中

階段

子供部屋

寝室

死亡原因の
約7割が逃げ遅れ
居間
台所

努力義務（煙式・熱式）

台所 台所・居間については義務ではありません。
居間 取り付けをおすすめします。

義務設置（煙式）

※市町村条例により、取り付けが義務付けられている
場合もあります。

階段 ２階建て等で１階以外に寝室がある場合には、階
段の天井部分に設置が必要です。
（傾斜地の２階建て住宅等で２階部分からも地上に直接出られ
る場合は階段部分の設置は不要です。）

火災警報器の購入
火災警報器は、ホームセンターなど、防災設備取扱店
で１個当たり数千円から１万円程度で購入できますが、
目安として「日本消防検定協会鑑定マーク」
が付いている物を選びしょう。
そのほか火災警報器取扱店などに関して
は、比企広域消防本部予防課、最寄りの消
防署、または下記「住宅火災警報器相談室」
へお気軽にご相談ください。

不適正な訪問販売にご注意を!
住宅用火災警報器等の設置
義務化を契機として、不適
正な価格・無理強い販売な
どを行う業者にご注意くだ
さい。
（火災警報器は、クー
リングオフの対象です。
）

●住宅用火災警報器相談室
≪フリーダイヤル≫ 0120−565−911
受付時間：月曜から金曜までの午前９時から午後５時
（土､日及び祝祭日は休み）

●比企広域消防本部予防課
TEL：0493−23−2268
●川越地区消防局予防課
TEL：049−222−0744
●西入間広域消防本部鳩山分署 TEL：049−296−0119
★比企広域消防本部HPにも詳しく掲載されています。
http://www.hiki-saitama.jp

◎消防職員や市町村職員、消防団員が火災警報器
などを売り歩くことはありません。
◎点検業者などの点検は必要ありません。
◎機器を設置した場合、消防署へ届出をする必要
はありません。また罰則の適用もありません。

［ 5 ］

消防署への体験入隊

地震発生！その時こうする
地震はいつどこで起こ
るかわかりません。地震が襲っ
て来るのは自宅にいる時だけと
は限りません。外出中もしもの
時行動がとれますか？とっさの
判断があなたの生死を別けるか
もしれません。適切な判断がと
れるように正しい知識を事前に
知っておく事が大切です。

−少年・少女消防体験入隊が行われました−
7 月26日小川消防署、27日東松山消防署にて比企広
域管内の小学 6 年生116人が参加し、少年・少女消防体
験入隊が行われました。
暑さの中で子ども達は、消防隊員の指導のもと、
「放水・
消火」、「救出・救助」、「救急」などの訓練を元気に体験
しました。また、県の防災航空センターで防災ヘリコプ
ターの見学や、県の防災学習センターでの地震や台風時
体験学習も行われ、その揺れの激しさや、雨・風の強さ
に驚いていました。

外出中の場合
●町中を歩いている場合、ビルのガラス窓や看板など上か
らの落下物に注意しましょう。バッグや手荷物で頭を保
護しながら安全な場所に逃げましょう。
●また、自動販売機なども倒れてくることがあるので気を
付けましょう。歩道橋や橋を渡っている時は近い方の端
へ走っていきましょう。
●もし立っていられないほどの揺れの場合は姿勢を低くし
て欄干につまかり、揺れがおさまるのを待ちましょう。
●エレベーターの中にいた場合、地震感知装置がついてい
るエレベーターでは最寄りの階で止まるように設計され
ています。古いビルなどに多い地震感知装置がついてい
ないエレベーターの場合は、揺れを感じたらすべての階
のボタンを押して止まった階で下りて階段を使って避難
しましょう。

平成18年5月 障害程度区分審査会事務がスタートしました
平成18年 4 月に障害者自立支援法が施行されたことにより、それに伴う障害程度区分判定事務が開始されます。
障害程度区分判定の申請は各市町村の窓口で受け付けますが、障害程度区分判定事務につきましては、市町村ごと
の判定結果に差が生じないよう、比企広域市町村圏組合に障害程度区分審査会を設置して、効率的・公平的に判定
作業を行います。
なお、申請及び支給に関することにつきましては、各市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。

医師の
意見書

自立支援法に
該当する方

訪問調査
職員等が訪問し、日常生活動作を調査します。

比企広域
・訪問調査結果を、コンピューターにより1次判定
申請

市町村

障害程度区分審査会（保健・医療・福祉の学識経験者で構成）

判定
依頼

・訪問調査の特記事項・主治医の意見書などに基づき、2次判定
（障害程度区分を判定します。）

市町村窓口に申請

サ
ー
ビ
ス
提
供

支給
決定へ
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サービス利用
意向聴取及び
各種調査

判
定
結
果
通
知

市町村

自宅付近の道路の横断
歩行中の事故の７割以上は自
宅から１キロ以内で発生してい
ます。通り慣れた道路でも油断
せず、横断前には、車が来てい
ないか、しっかり確かめる習慣
をつけましょう。

青信号の交差点の横断
青信号でも気を抜かず、特に
右折車や左折車がやってこない
か、安全をしっかり確かめなが
ら横断しましょう。

駐停車している車の直前・直後横断
高齢者の横断歩行者事故の多
発パターンのひとつです。
車が駐停車していない、道路
の左右がよく見渡せる場所から
横断しましょう。

通りすぎた車の直後横断
埼玉県警察メールマガジン
登録受付中！
！
あなたの携帯電話に、
「子どもを狙った犯罪」
「女性を狙った犯罪」
「身近な詐欺などの知能
犯罪情報」など役立つ
防犯情報をメールでお
届けします。

横断歩道付近の横断
見える範囲に横断歩道
があるときは、必ずその
横断歩道を渡るように、
また、押しボタン式信号
機があるときは、ボタン
を押し、青になってから
渡りましょう。

夜間、横断後半、左からの車
にはねられる事故が多発してい
ます。特に夜間は、やってくる
車が遠くに見えても、通りすぎ
るまで待ちましょう。車が通り
すぎてもすぐに渡らず、もう一
度、安全を確かめましょう。

16ミリ映写機操作の
技術講習会を行います

メールマガジンご希望の方は、下記
の携帯用メールアドレスに空メール
を送信してください。
ml-hjk@mlmg.police.pref.saitama.lg.jp
埼玉県警ホームページからも登録い
ただけます。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/

視聴覚ライブラリーNEWS
視聴覚ライブラリー
NEWS

比企広域市町村圏組合視聴覚ライブラリーでは視聴覚
教材を学校・社会教育関係者、団体に無料で貸し出しを
行っています。
所有教材の８割が
16ﾐﾘ映画フィルムで
すが、16ミリ映写機
を操作するには資格
が必要となります。
そのための操作技術
講習会を行います。

視聴覚ライブラリーでは、今回新たに視聴覚教材とし
て16ﾐﾘ映画フィルム 3 本とビデオソフト 3 本を購入いた
しました。社会問題を取り扱ったものから子どもたちに
楽しんでもらえる作品まで多種にわたる教材を取りそろ
えております。地域での集会や映画鑑賞会、子ども会等
でぜひ、ご活用ください。

日時：平成18年10月 6 日
（金）
9 時30分〜16時30分
場所：東松山市総合会館３階第３会議室
対象：比企広域圏内学校及び社会教育関係者
（18歳以上）
（地域自治会・子供会等の関係者の方も受講できます）

定員：20名
（先着順）
◆希望される方は、9 月29日
（金）
までに比企広域視聴覚
ライブラリーへお申し込みください。
※講習修了者には修了証を発行します。
なお、この修了証は比企広域視聴覚ライブラリーでの
み利用可能なものです。他の視聴覚ライブラリーでは
ご利用になれませんのでご注意ください。
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新着教材案内
タイトル

ジャンル

千夏のおくりもの
≪対象：中学生〜一般≫【ビデオ】

人権教育

ママチャリ・ブギ
≪対象：一般≫【ビデオ】

交通安全

ポンカンマンの自転車免許教室
≪対象：小学生≫【ビデオ】

交通安全

どんぐりと山猫
≪対象：小学生〜一般≫【フィルム】

情操教育

ミミちゃんのてとてとて
情操教育
≪対象：幼児〜小学低学年≫【フィルム】
いっすんぼうし
≪対象：幼児〜小学生≫【フィルム】

情操教育

お申込み・お問合せ
比企広域視聴覚ライブラリー TEL 0 4 9 3 −2 3 −9 3 3 1

大きなスクリーンで映画
を楽しみませんか？
−比企ふるさと映画会を行います−
作

品

日

時

ナルニア国物語
ー第１章ライオンと魔女ー

10月21日（土）
①午前10時（午前 9 時30分開場）
②午後 2 時（午後 1 時30分開場）
上映会場 リリックおがわ ホール
定
員 604席（先着順、満席になり次第、
入場を締め切らせていただきます）
入 場 料 無料
問合せ先 比企広域市町村圏組合振興課 TEL 0493−23−9331

今年も11月 3 〜 5 日の 3 日間にわたり、東松山
市を中心に多くのウォーカーたちが集う「日本ス
リーデーマーチ」が開
催されます。この中央
会場にて管内関係市町
村の推薦を受けた団体
による比企地域の特産
品等の展示や即売コー
ナーを設けた『比企ふ
るさと物産フェア』を
行います。ウォーキン
グを満喫するととも
に、ぜひ、会場にお立
ち寄りください。

「春夏秋冬」
「朝昼夕」折々の比企広域管内での表情を写真に写して送
ってください。お送りいただいた写真は、比企広域市町村圏組合ホー
ムページ上で紹介させていただいております。
住所・氏名・電話番号・撮影場所・一口コメント（任意）を記入の上、
送付してください。なお、送っていただいた写真は返却いたしません。

前回の答えは
「ショウボウダン」でした。
116通応募いただき、105
通の正解をいただきました。

タテのカギ

ヨコのカギ

①食欲の秋に楽しむ紫色をした旬の味覚
②お金では買えない価値「○○○○レス」
③親族で兄弟姉妹の息子
④北海道千歳市にある「巨大な水がめ」とは何湖？
⑤オレンジ色の嘴と足、白い顔が目立つ、黒っぽい鳥
⑦ボルト・ナットなどを回す工具。スパナ
とも言います
⑫自民族中心主義＝○○○セントリズム
⑬夕暮れ時のこと
⑮相続すべき家の跡継ぎ
⑯電子レンジで調理することを俗に「○○
する」と表現します
⑰悪い行いに対するとがめ
⑱模擬試験の略

①栄養補助食品、健康補助食品＝○○○メント
③「○○○って言っちゃったねぇ」サッカー
日本代表監督
⑥あつかましいことの意 何の皮が厚い？
⑦思いやりのないこと
⑧勇んで進むこと
⑨その○○注意する 毎回
⑩腰をかけるための家具
⑪あれこれ考えをめぐらすときに絞るモノ
⑭クジを引いた時「はずれ」と書かれてい
るよりガッカリしますね
⑯幼ない頃からの親しい友達をこう言います
⑲地面や海底などが沈下すること
⑳焼きとりやだんごなどに使う細い棒

アルファベットに入る文字を並べ替えて、キーワードを完成させてください。正解され
た方の中から抽選で10名様にプレゼントをお送りします。当選発表は、次号27号で行います。
◆応募方法：ハガキにクロスワードパズルの答えと、住所・氏名・電話番号を明記（当選
された際、商品発送時必要なため）してご応募ください。また、本誌に関す
るご意見やご感想などもございましたら、あわせてお寄せください。
◆応募締切：平成18年 9 月29日
（金）消印有効
◆応 募 先：〒355−0017 東松山市松葉町1−2−3
比企広域市町村圏組合 総務課「ブレイくろすわーどタイム」係

◆当選者：大木孝子様（東松山市） 山岸悦子様（東松山市） 林 大介様（滑川町） 須永純弘様（小川町） 小林町子様（小川町）
大野和江様（川島町） 利根川敏恵様（川島町） 矢島志げ様（吉見町） 栗嶋且美様（ときがわ町） 梅澤匡子様（東秩父村）

ていく・いっと・いーじー
ー編集後記ー
今号からこの広報ひき、これまでのオールカラーから２色刷
りへと変更してみたわけですが、いかがでしょうか？
表紙の写真を応募いただいている比企の風景写真でと考えて
いたところ、いざ原稿を出す直前になって今回からカラーでな
いことを忘れていた私。そこで小川消防署で行われていた少年
少女消防体験入隊のロープ渡り訓練の様子を撮るため、苦手な
高所の訓練棟に登って撮影することに。子ども達の体験が終り、
棟から降りようとしていた私に「せっかくだからロープ渡り体
験したら。
」と消防職員の声。
「作業着でも着ていれば…」と丁
重にお断りし、細いはしごを慎重に降りた私です。

広報ひき

第26号

市町村別人口・世帯数
市町村別人口・世帯数
市町村名
東松山市
滑 川 町
嵐 山 町
小 川 町
川 島 町
吉 見 町
鳩 山 町
ときがわ町
東秩父村
合
計

人口（人）総数

男

90,130
15,721
19,461
35,873
23,076
22,649
16,218
13,640
3,849
240,617

45,440
8,036
9,645
17,797
11,674
11,371
8,051
6,870
1,922
120,806

平成18年８月１日現在
女
44,690
7,685
9,816
18,076
11,402
11,278
8,167
6,770
1,927
119,811

平成18年 9 月 1 日発行 比企広域市町村圏組合 〒355−0017 東松山市松葉町1−2−3
TEL 0493 −23−9331 FAX 0493−23−9332 ホームページ http://www.hiki-saitama.jp

［ 8 ］

世帯数（世帯）
34,147
5,655
7,080
12,715
7,354
7,318
5,599
4,655
1,135
85,658

