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地域おこしの拠点「ふれあいの里たまがわ」ほのかな香りと爽やかな口当たり
鳩豆本格大豆焼酎 呑舞

みんなの情報交流スペース
武蔵嵐山駅西口
駅前通りにオープ
ンしたボックスシ
ョップ「停車場」
が好評です。
これは駅前通り
に人を呼び、駅周
辺の中心市街地に
活気を呼び戻そう
と、町商工会が中心となり、空き店舗を借り上げて改装し
たものです。ボックスショップは箱型に区切った陳列棚
「ボックス」を貸し出し、自由に商品を販売してもらう店で、
店内には手作りの人形や陶器、洋服、オモチャ、アクセサ
リーなど60のスペースがほぼ満杯の状況です。
ご自分で作品を製作している方にとっては、自分の自信
作を展示販売できるスペースとして大いに活用され、喜ば
れています。ぜひ、一度ご来店ください。

お求め先　鳩山町内の小売酒販組合加盟７店舗
◆問合せ先◆ ＮＰＯ法人たまがわ　TEL 0493－65－1171

◆問合せ先◆ 鳩山町産業振興課 TEL 049－296－5895

◆問合せ先◆ 嵐山町商工会　TEL 0493－62－2895

鳩山町の主要作物として順調に作付面積が増える大豆。
町では、この大豆を原料とした特産品開発として、「鳩豆う
どん」「鳩豆ようかん」などを開発してきました。この度、

新たに鳩山町産大豆
を100%使用した大
豆焼酎「鳩豆本格大
豆焼酎 呑舞（どんま
い）」を企画開発しま
した。「呑舞（どんま
い）」は、大豆の繊細
な味を出すため減圧
蒸留を採用し、まろ
やかな呑み心地と、

大豆ならではのほのかな香り、爽やかな口当たりが特徴で
す。大豆を原料とした全国でも珍しい焼酎です。ぜひ一度
ご堪能ください。種類は、720ミリリットル25度が1,500
円（税込）（写真=左）、40度が2,200円（税込）（写真=右）
の2種類です。

「ふれあいの里たまがわ」は、昨年9月にオープンした
ときがわ町内で５か所目となる直売所です。玉川陣屋をイ
メージした約300㎡の建物は、木材がふんだんに使われ、
落ち着いた雰囲気を醸し出しています。地元の農林業、商
工業者が一体となり、地域の活性化を目的として整備を進
めてきたこの施設は、現在「ＮＰＯ法人たまがわ」により

運営が行われてい
ます。安心・安全
にこだわりながら、
地元の農産物や特
産品中心の販売を
行っており、町内
外の家庭の食卓を
彩る『食の担い手』
として賑わいを見
せています。

営業時間：９時30分～18時　毎週金曜日定休
所在地：ときがわ町大字玉川4359－2

「花桃の郷」へお出掛けください
地域の景観形成にと花桃づくり事業を進めている東秩父
村上の貝戸地区では6年前から本格的に植栽を始め、現在
では約 6 ha、
5,000本の花桃
が山郷全体を覆
うほどになりま
した。この「花
桃の郷」開花時
期の様子はまる
でピンクのじゅ
たんを敷き詰め
た桃源郷のよう
な景観を生み出
し、道行く人の目を楽しませてくれます。
今後は遊歩道の整備や案内板の設置なども計画されてい
ます。また、今年は「花桃まつり」も行われます。ぜひお
出掛けください。

◆問合せ先◆ 東秩父村振興課　TEL 0493－82－1221

花桃まつり　日時：３月25日（日） 10時～
場所：東秩父村大字大内沢上の貝戸地区
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大賑わいです こどもまつり
いつも、大勢の子どもたちでにぎわう「こどもまつり」を今年も開催します。
会場では、やきそばやかき氷などの模擬店が出店されるほか、フレサよしみ（吉見
町民会館）での映画上映会や図書館で利用された古本の無料配布、人形劇、バザーな
ど多種多様な催し物が行われます。また、毎年好評となっている金魚つかみでは、プ
ールにたくさんの金魚が放たれ、大勢の子どもたちで金魚つかみを楽しんでいます。

日本一長いバラのトンネル
かわじま合併50周年を記念した平成の森公園内の「バラ
の小径」は、平成18年１月に植樹を終えて完成しました。
全長300.5mに53品種376本のバラが植えられています。
平成18年 8 月、日本
一ネット（http://www.
nippon-1.net/）で「日
本一長いバラのトンネ
ル」として認定されまし
た。
苗木の成長に伴って花
も多くなってきています。
ぜひ、日本一のバラのト
ンネルにお出かけくださ
い。見ごろは、5月の中
旬からになります。

カタクリを見ながら埼玉伝統工芸会館へ！
小川町にある「埼玉伝統工芸会館」では、生花等を漉き
入れて、思い思いの模様で自分のオリジナル和紙を作れる
手漉き和紙を体験することができます。また、館内の常設
展示室では埼玉県内の30品目の伝統工芸品が展示されてお
り、その他にも月替わり
のイベントや、週替わり
の実演・体験では様々な
職人さんが手技を披露し
ています。
会館周辺では、3月中
旬から4月初めにはカタ
クリ、3月下旬から4月
中旬にはニリン草が咲き誇ります。また、3月31日（土）・
4月1日（日）の2日間、イベントとして春のおがわ物産市
を開催いたします。１日ゆっくり、カタクリ・ニリン草を
見ながら、おがわの物産市で楽しんでみてはいかがでしょ
うか。ぜひ、お出かけください。 「谷

や

津
つ

の里」をお楽しみください

大東文化大学ビアトリクス・ポター 資料館
埼玉県こども動物自然公園内に大東文化大学ビアトリク
ス・ポター 資料館があります。
資料館は、絵本『ピーターラビットのおはなし 』の著者
ポターが暮らした英国湖水地方のヒルトップ農場を再現し
ています。館内には、1901年にポターが自費出版した私
家版や絵本の初版本など貴重な資料約150点のほかに仕掛
けのついたジオラマも展示されていますので、ピーターラ
ビットの絵本の世界にふれてみてはいかがでしょうか。
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◆問合せ先◆ フレサよしみ（吉見町民会館） TEL 0493－53－1331

◆問合せ先◆ 川島町都市整備課　TEL 049－297－1811

◆問合せ先◆ 埼玉伝統工芸会館　TEL 0493－72－1220

◆問合せ先◆ 谷津の里管理組合　TEL 0493－56－6084
http://www.yatunosato.jp/

◆問合せ先◆ 大東文化大学ビアトリクス・ポター資料館
TEL 0493－35－1267

滑川町では、里山の自然を残し、都市住民との交流の場
として「谷津の里」を昨年の4月にオープンしました。こ
の「谷津の里」には4カ所のため池があり、四季折々の景
観が楽しめ周囲は散策路になっています。さらに、ふれあ

い農園・400ｍ
の健康ロードも
設置されていま
す。ふれあい農
園は、120区画あ
り利用者は、全
員無農薬栽培に
取り組み、作業
に疲れたら健康
ロードを散策し
て疲れを癒して

います。
谷津の里管理組合では、「竹の子堀りとバーベキュー大会」

「森の流しそうめん大会」「しめ縄づくりと餅つき大会」な
どの各イベントを行いました。今後は、「椎茸づくり体験」
を行う予定です。新年度も楽しいイベントを企画しますの
でぜひお出かけください。

日時：平成19年５月３日（祝） 10：00～
場所：中央公民館南側駐車場及びその周辺

す
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滑川町

公園内にある花木園は、首都圏でも屈指の桜の名所。
ソメイヨシノを中心にヤマザクラ、オオシマザクラ、サト
ザクラなど500本の桜が咲き競います。また、その他園
内には500本の桜があり、華やかな気分を満喫できます。
【イベント】 さくらまつり　

3月31日（土）から4月8日（日）まで
ミニコンサートなどが予定されてい
ます。

【駐車場】 公園内にあり。

開花時期になるとさくらのト
ンネルが出来上がります。また
周辺にはじゅうたんを敷き詰め
たように菜の花が咲き、景色が
一層華やぎます。
【駐車場】 さくら堤公園専用駐

車場あり。

吉見百穴の近くにある市野
川沿いに、約80本のソメイヨ
シノが約１Kmにわたって咲
き誇ります。週末には多くの
花見客で大変にぎわいます。
【駐車場】 吉見百穴に隣接し

てあり。

東松山市にある上沼公園と下沼公園では、公園の中心に
ある沼を囲むように咲く桜を見ることができます。開花期
間中にはライトアップも行われ、昼間だけでなく、夜桜見
物も楽しめます。
【イベント】「東松山夢灯路」 3月31日（土）、4月1日（日）

両公園や沿道を灯路の明かりで結びます。古く
から残る路地に、数百個の灯路が優しく灯り、
周囲の雰囲気を盛り上げます。

桜が沼の周り一面を囲ように咲きます。釣りをしな
がらお花見も楽しむことができます。また、公園の近
くの土手沿いにも多くの桜木が立ち並んでいます。
【駐車場】 公園内にあり。

川島町の南、「やすらぎの郷」「環境センター」の裏側付近の堤
防沿い一面に桜が咲きそろいます。休憩所として「あずまや」も
設置されており、のんびり花見を楽しめます。
【駐車場】 やすらぎの郷、環境センター裏駐車場を利用。
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小川町

嵐山町

小川町を一望できる仙元山見晴らしの丘公園
と、ふもとから公園へ続く林道では、春の訪れ
とともに淡紅色の美しい桜が花開きます。小川
町の穏やかな春を包み込む公園で憩いのひとと
きをお過ごしください。
【駐車場】 公園内にあり。

嵐山町を横切る都幾川沿い約2kmに渡
って桜が咲き並びます。
【イベント】「嵐山さくらまつり」3月25日

（日）から4月8日（日）までの16
日間。学校橋から二瀬橋に渡っ
てぼんぼりが吊るされ、夜間点
灯及び桜木のライトアップも行
われます。

【駐車場】 学校橋河原及び嵐山渓谷バーベ
キュー場駐車場を利用。

嵐山町の南端、鳩山町との境
にある笛吹峠。この峠までの約
1km、ゆるやかな上り道の両
側に桜並木があります。左右の
サクラの枝は道の中央へと伸び、
満開になるとあたかもサクラの
トンネルのようになります。

東秩父村和紙の里入口の陣川
橋からふれあい広場の周辺まで
約1km、槻川に沿うように桜が
咲きそろいます。

慈光寺へ向かう途中の約１kmの間、道の両脇
が桜並木となっています。またこの周辺では4月
下旬から5月上旬には淡青紫色の「菁莪（シャガ）」
花の群落があたり一面に広がります。
【駐車場】 西平バス停付近、慈光寺付近にあり。

鳩山町の南玄関に位置するおしゃもじ山公園
には公園の麓から頂上まで、桜が一面に咲き誇
り公園を華やかにします。桜が終わるとこの公
園はツツジの花で彩られ、こだかい丘が華やか
に色づきます。
【駐車場】今宿コミュニティセンターに隣接してあり。

【駐車場】東秩父村コミュニティ
センター、和紙の里駐
車場を利用。
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【傷病者へ呼びかける】 【反応の確認】 【救急車を呼ぶ･AEDを頼む】【空気の通り道を確保する】

ＡＥＤ－自動体外式除細動器－
突然心臓が止まるのは、心臓がブルブル
と細かく震える（心室細動）によって生じ
る事が多く、出来るだけ早く心臓に電気シ
ョックを与え、心臓の動きを取り戻す（除
細動）ことが重要です。AEDはこの電気
ショックを行うための機器です。
コンピューターによって自動的に調べ電
気ショックが必要かどうかを決定し、音声
メッセージで電気ショックを指示してくれ
ます。一般の人でも簡単に操作できます。

最近では学校・市役所・空港・デパー
トなど、人が多く集まるいろいろな場
所にAEDを備え付けてある場所が増
えています。その
場に居合わせた人
によってAEDを活
用してもらい、救
命に役立ててくだ
さい。

設置場所について

【呼吸の確認】 【呼吸がなければ１回１秒で２回吹き込む（人工呼吸）】

【胸骨圧迫の開始】

お近くの消防本部での救命講習
をぜひ受講していただき、あな
たの大切な方を守ってあげてく
ださい。

これまでの救命処置を否定する
ものではなく、より良い方法を
推薦している趣旨です。したが
って、いざという場合には、こ
れまでの方法
であっても自
信をもって、
実行に移して
救命に役立て
ることが重要
です。

も
し
も
し
！

大
丈
夫
で
す
か
？

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
持
っ
て
き
て

だれか！！
救急車を
呼んで!

気
道
の
確
保
だ
!!

呼
吸
し
て
る
か
な
？

胸
骨
圧
迫
30
回

垂直に圧迫する 両手の置き方

胸・腹は動くかな？ 鼻をつまみ、軽く胸が膨らむ
くらい、ゆっくり吹き込む

胸の動きを見て２回目を行う

人工呼吸2回
胸骨圧迫30回
を救急車が
来るまで
繰り返す

反
応
が
な
い
ぞ

①

⑤

⑦ ⑧

⑥

② ③ ④

もっとも大きな変更点は胸骨圧迫（一般的
に呼ばれる心臓マッサージ）の意義が強調さ
れていることです。効果的な蘇生を行うには、できるだけ
早期から、十分な強さと十分な回数の胸骨圧迫が絶え間
なく行われる事が重要であるとの考えにいたっています。
①循環のサイン（呼吸、咳き込み、身体の動き）の確認
を不要とし、心肺蘇生法開始の判断を早める
②口対口人工呼吸がためらわれる場合などは、人工呼
吸を省略して胸骨圧迫のみを行う。
③胸骨圧迫と人工呼吸の比率を15：2から30：2に変更
④ＡＥＤによる電気ショックの連続回数を3回から１
回にするとともに、（従来のAEDについては、音声
ガイドの指示に従ってください）電気ショック後は
ただちに胸骨圧迫を行う。

これまでも、周りで人
が倒れた時、救急車を呼
び到着するまでの間、近
くに居合わせた人に人工
呼吸や心臓マッサージと

いった応急手当を行うことで尊い命を救ってもらいた
いことから、心肺蘇生法の紹介をしてきましたが、実
施方法に変更が生じましたので、ご紹介します。

心肺蘇生法の手順

新しい救命処置で
変更されたことは？
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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2本とビデオソフト3本、ＤＶＤソ
フト9枚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アニメ作品まで多
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。

新着教材ご案内
タイトル ジャンル

みんなでつくる地域安全マップ
≪対象：小学生≫【ビデオ】14分

名前…それは燃えるいのち
≪対象：小学生～一般≫【ビデオ】18分

じしんだ!!ミーちゃんのぼうさいくんれん
≪対象：幼児～小学生低学年≫【ビデオ】12分

かちかちやま
≪対象：小学生～一般≫【フィルム】12分

となりのせきのオチアイくん
≪対象：小学生～一般≫【フィルム】23分

ディズニー名作シリーズ（９作品）
≪対象：小学生～一般≫【ＤＶＤ】80分

学校教材

人権教育

防災教育

情操教育

情操教育

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 0493 －2 3 －9 3 3 1

親子防災フェア＆防火ポスター展を開催します
比企広域消防本部では、春の全国火災予防運動として

親子防災フェアを実施します。住民の皆さまの火災予防
に対する意識の高揚を高めるためにも、ぜひともお越し
ください。また、管内の小学4年生を対象に火災予防ポ
スターを募集した中から優秀な作品を展示する防火ポス
ター展も開催されます。

◆親子防災フェア◆
日時：平成19年3月4日（日）9時30分～12時
場所：小川町総合福祉センター（パトリアおがわ）
内容：幼年消防クラブ（おがわ幼稚園出演・音楽演奏）

消防車両展示・地震体験・救急コーナー・消防相談など

◆防火ポスター展◆
日時：平成19年3月１日（木）～7日（水）
場所：東 松 山 市　　東松山市立図書館

滑　川　町　　滑川町コミュニティセンター
嵐　山　町　　嵐山町中央公民館
小　川　町　　小川町立図書館
吉　見　町　　吉見町庁舎3階コミュニティホール
ときがわ町　　アスピ アたまがわ
東 秩 父 村　　東秩父村コミュニティセンター

最近、比企管内で「空き巣」の被害が多発しています。
「ウチは大丈夫。」などと考えず､事件に遭わないため
の防犯対策をお願いします。

◇侵入犯はこんな手口を使います！
侵入犯のなかで最も多

い手口は、一戸建て住宅
の窓ガラスの一部を破り、
そこから手を入れクレセ
ント錠を開け侵入する
「ガラス破り」という手口
です。また、集合住宅では特殊な工具を鍵穴に入れて

鍵をこじ開ける「ピッキング」、バールと呼ば
れるＬ字型の工具
をドアの隙間に押
し込み、“テコの原
理”でドア錠を破
壊する「ドア錠破
り」、ドアの隙間や

ドリルで開けた穴などから工具を差し込み、
錠を開閉する“つまみ”を回す「サムターン回
し」などがあります。

◇地域の人間関係が高い防犯力に
モノによる防犯対策というハード面と同じぐ

らい重要なのは地域住民のネットワークです。
お互いに防犯に目を光
らせ、いざというとき
に助け合えるよう、ご
近所との人間関係づく
りというソフト面も充
実させましょう。

こうした対策をして、侵入に５分以上か 
かり手間を取らせることが効果的です。 
（侵入に５分以上かかると７割の犯人は 
犯行を諦めると言われています） 

●トイレや浴室の窓には 
　面格子を取り付ける 

●植栽や塀の高さを低くして 
　見通しをよくしておく 

●センサー付きライ 
　トを設置する 
●短時間の外出でも 
　こまめに施錠する 

●窓を強化ガラスにしたり、 
　防犯フィルムを貼る 
●玄関・勝手口・窓は、補 
　助錠を取り付ける 



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 女 世帯数（世帯） 

平成19年２月１日現在 

90,188 
15,897 
19,465 
35,614 
22,980 
22,514 
16,170 
13,572 
3,806 

240,206 

45,413 
8,128 
9,668 
17,687 
11,621 
11,311 
8,040 
6,834 
1,894 

120,596

44,775 
7,769 
9,797 
17,927 
11,359 
11,203 
8,130 
6,738 
1,912 

119,610

34,304 
5,746 
7,138 
12,726 
7,381 
7,347 
5,622 
4,686 
1,129 
86,079
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ていく・いっと・いーじー
ー編集後記ー

先月２年ぶりにスキーに行って来ました。「暖冬で雪不足」だと
言われていたこともあり、そんなに寒くないだろうと勝手に思
い込んで出掛けた所、そんな日に限って吹雪…
暖かい日々に身体がすっかり慣れていただけに、余計にあの寒
さは堪えたものです。
今回の広報、「さくら」の特集を組んだことから、その景色を伝
えるのに２色ではあまりに“もったいない”と感じたことから、
そのページのみカラーとしてみました。
どうやら今年は、お花見の時期も例年より早くなりそうですね。

広報ひき 第27号　　平成19年3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

①家事を補助・代行する職業の方
②屋根の下端、建物から張り出した部分
③地表付近の空気が暖まって巻き上がる風
のこと「○○○風」

④赤身、エビ、イカ、タコ…　盛り合わせ
⑤口に出したら守ります。武士に何はない？
⑦個人的にはまってます。○○ブーム
⑨中部国際空港の別称
⑪棒状でできた昔の遊具　今はステンレス製？
⑬枕草子「冬は○○めて」 冬は早朝が良
いそうです。

⑭松坂大輔投手の移籍先　ボストン○○○ソックス
⑮ごはんに巻いて食べるもの
⑯江戸時代の大名の領地

①11世紀イタリアの皇帝と教皇との間で起
きた事件　「○○○○の屈辱」

④渡る世間、最近は「なし」じゃなく「ばかり」？
⑥責任と義務 「果たす」や「真っ当する」もの
⑦こまかい砂のこと
⑧自分の欲を抑制する力
⑩臭いものには何をする？
⑫血筋。犬や馬などでよく使われる言葉
⑮脳を鍛えること　最近は略称でこんな風
に言われてます

⑯脂肪が少なく淡白な味の肉
⑰ペルーの首都
⑱「商人」こうも読みます

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28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19年3月30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

前回の答えは
「コスモスマツリ」でした。
138通応募いただき、135
通の正解をいただきました。

◆当選者：加藤君子様（東松山市） 鈴木初美様（東松山市） 澤田勝将様（東松山市） 笠嶋鈴子様（滑川町） 清水礼子様（嵐山町）
関根百合子様（嵐山町） 新井惠子様（小川町） 吉田米之様（小川町） 野原利夫様（鳩山町） 杉田和子様（ときがわ町）

タテのカギ ヨコのカギ

「のらぼう菜」あまり聞き慣れない名前とは思いますが、
古くから比企地域で栽培されてきたアブラナ科の野菜で、
病害虫や寒さに強いため江戸時代、天明・天保の飢

き

饉
きん

から
住民の命を救った野菜と言われています。

名前の由来は野良に
生えていた「野良生え」
が変化したという説、
野良にボーッと生えて
いて役に立たないとい
う説、があります。

この「のらぼう菜」最近また注目されてきており、地元
の栽培会を中心に、栽培拡大が進められています。

茎がやわらかく甘いのが
特徴。にがみが少なくあ
っさりしており、クセが
なく食べやすい。

食べ方 昔は「塩ゆで」や
「お浸し」が一般的でしたが、
現在はいろいろな和え物と

して調理し、茎葉のシャキシャキ感を楽しみながら味わえ
ます。甘みが強く、茹でてもアクがでません。マヨネーズ、
ごま、芥子、酢みそなどの和え物のほか、炒め物や鍋物の
具材など、どんな料理にも合います。
ぜひ、一度お召し上がりください。

販売先 ３月中旬～４月下旬
ＪＡ嵐山農産物直売所、ＪＡ小川農産物直売所、
ときがわ町大野特産物販売所、ときがわ町木のむ
ら物産館、ふれあいの里たまがわ

●問合せ先　埼玉県東松山農林振興センター　地域普及部
TEL 0493－23－8532

※大文字と小文字（アとァなど）は同じものとして解いてください。
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