Public Information HIKI

■すご〜く 気持ちイイ！
小川町仙元山見晴らしの丘公園内にあるスリルと眺望満点、
２０３mのローラーすべり台夏休み期間中（８月３１日）まで、
１日５００円の乗り放題を行っています。
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関東最大のやまゆりの名所 ― 森林公園 ―
国営武蔵丘陵森林
公園は、関東最大級
のやまゆりの名所。
園内には10,000本
のやまゆりが自生し、
そのうち約3,000本
が７月上旬から８月
上旬に開花します。
種から発芽するのに
２年。花が咲くまでには５年から７年かかり、群れて咲く
やまゆりはとても貴重です。園内では、やまゆりのやさし
い香りがお楽しみいただけます。見どころは梅林、記念塔、
やまゆりの小径の３ヶ所。花びらの中央に真っ赤な線が現
れる非常に珍しいベニスジも稀に見られます。やまゆりを
見にぜひお出かけください。おみやげには、花色別でとっ
ても見やすい森林公園オリジナル図鑑『花のさんぽみち』
（300円）
もおすすめ。園内各売店にて好評発売中です。

「すったて」を川島町の名物に
川島町の商工会では、今年から郷土料理「すったて」の
名物化に取り組んでいます。
「すったて」とは炒りごまとみ
そをすりまぜた冷た
い汁のことで、「冷
汁」・「つったて」と
も呼ばれていますが、
かわじまの風土をイ
メージさせる郷土料
理として名物化させ
るため、
「すったて」
と呼ぶこととしたも
のです。
この夏、町内では約17店の飲食店で地元の食材を使用し
た風味豊かな「すったて」がご賞味いただけます。お店に
よって、材料も作り方も違うので、各店のオリジナルな味
を食べ比べてみるのもいいかもしれません。

◆問合せ先◆ 川島町商工会 TEL 049−297−6565

◆問合せ先◆
国営武蔵丘陵森林公園管理センター TEL 0493−57−2111

古代文化を体験してみませんか
吉見百穴公園内にある
埋蔵文化財センターでは、
吉見町の埋蔵文化財を収
蔵し、常設展示を行って
います。展示室には縄文
時代の編み物、古墳時代
の土器など貴重な資料が
展示されています。
また、この埋蔵文化センターでは、土・日曜日を中心に
「勾玉づくり」や「埴輪
づくり」などのイベン
トを実施しており、古
代の体験学習を気軽に
楽しむことができます。
ぜひ、古代文化を楽し
みに出掛けてみてはい
かがですか。
まが たま

はに わ

※体験学習をするには、参加費のほかに吉見百穴入場料が必要と
なります。

◆問合せ先◆
吉見町埋蔵文化センター TEL 0493−54−9111

鳩山産大豆をお楽しみください
― 鳩豆工房「旬の花」―
鳩山町の特産品販売施設鳩豆工房「旬の花」では、地元
農作物を活用した特産品の加工販売コーナーが設けられて
います。この旬の花の一押しは「鳩豆うどん」
。鳩山産黒大
豆を使ったうどんは、一見そばのような色合いとツルツル
した食感が特徴
で好評をいただ
いています。こ
の他にも純練、
粒入、ゆず入り
の３種類が楽し
める「鳩豆よう
かん」やみそ、
納豆、豆腐など
も販売し、多く
の方にご利用いただいています。
また、昨年11月から販売している「鳩豆本格大豆焼酎
呑舞」は、鳩山産大豆を100%使用した全国的にも珍しい
焼酎で、町内小売酒販組合加盟７店舗で販売中です。ハイ
キングやドライブの途中に「はとやま」の味を楽しみに立
ち寄ってはいかがですか。
どん まい

◆問合せ先◆ 鳩豆工房 旬の花 TEL 049−298−1523
鳩山町産業振興課 TEL 049−296−5895
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枝豆狩りを楽しみませんか

大輪の花火を体感して ― FEEL LIVE ―
いよいよ夏到来。夏と言えば
花火です。
今年で８回目をむかえ、夏の
風物詩として定着した「ひがし
まつやま花火大会」。スターマ
インや尺玉のほか、申込みをさ
れた方のメッセージとともに４
号玉から尺玉まで約4,000発の
花火が打ち上げられます。
メイン会場となる都幾川リバ
ーサイドパークは、東武東上線
高坂駅から徒歩10分ほどなので
歩いて行けます。 ドドーン と間近で響く打ち上げ花火の
ライブ感を味わいに、ぜひお出掛けください。
日時：８月25日
（土）19:00〜
（雨天の場合26日
（日）
に順延）
場所：都幾川リバーサイドパーク
（国道407号東松山橋たもと）
開催情報：花火大会開催情報テレフォンサービス
0180−994−125（開催当日のみ 10:00〜）

◆問合せ先◆ 東松山市観光協会 TEL 0493−23−3344

楽しく菜園始めませんか
嵐山町にある「ふれあい市民農園しかむら」では、休日
や定年後の余暇を利用し、レクリエーションとしての自家
用野菜や花の栽培、また、高齢者の生きがいづくりなどを
目的に、区画割（１区画50㎡）された農園があります。
ここでは、農園管理者（地元農業者）により、入園者の
方へ野菜の育て方や
農作業のノウハウを
教えたりとお手伝い
させていただきます。
野菜づくりに興味の
ある方はご自分で育
てた安全で安心な野
菜をご自宅の食卓に
出してみませんか。
嵐山町以外にお住まいの方でも大歓迎です。ぜひご利用下さい。

◆問合せ先◆ ふれあい市民農園しかむら
（代表・大野さん）
TEL 0493−62−4544

川のほとりでのんびりキャンプを

小川町の地域グループ「高見土曜会」
（地域の農業後継者
が中心のボランティアグループ）では、地域の活性化や地
産地消などの農業振
興を目的に、今年で
６回目となる「枝豆
祭り」
を開催します。
会員皆で、耕運・
播種・草刈などを行
い、丁度食べごろに
なるよう丹精込めて
育てた枝豆を皆さん
にごちそうしようというもので、1000円の参加費でバケツ
１杯
（13Ｌ）
又は１ｍのヒモで縛れるだけ枝豆狩りを楽しむ
ことができます。ぜひ、小川の大豆を味わってください。
日時：９月16日
（日）9:00〜15:00
場所：小川町高見地区（高見ふるさと会館周辺）

◆問合せ先◆
高見土曜会（代表･福島さん） TEL 0493−72−2849

気軽に高原リゾート気分を味わえる
「星と緑の創造センター」
関東平野を一望す
ることのできる堂平
山頂に整備された
「星と緑の創造セン
ター」
（堂平天文台）
は、かつて天文の聖
地として様々な天体
観測が行われてきま
した。現在この場所
には、リニューアルされた観測ドームをはじめ、ログハウ
ス、モンゴル式テントなど、どなたでも宿泊、休憩のでき
るスポットとして好評です。
夏でも涼しく、昼は森林にこだまする小鳥たちのささや
き、夜は漆黒の空一面に広がる銀河のきらめきと眼下に広
がる光り輝く夜景。普段の喧騒を忘れて、気の合う仲間と
くつろぎのひと時を過ごすことができます。
アクセス：東松山IC.から１時間、嵐山・小川IC.から50分、
ときがわ町役場本庁舎から40分
所 在 地：ときがわ町大字大野1853

◆問合せ先◆
ときがわ町星と緑の創造センター TEL 0493−67−0130

東秩父村白石地内には、槻川のほとりに白石キャンプ村があります。槻川
の源流で流れも緩やかで、自然と思いっきりふれあえ、爽快に水遊びも楽し
むことができます。清流のすぐ脇には木々が立ち並び、夏の暑さを忘れられ
るおすすめスポットです。キャンプ用品もそろえてありますので、食料をお
持ちになってお出かけ下さい。
また、キャンプ場の近くには、定峰峠や笠山といったハイキングコースも
あります。ご家族・お友達と一緒に「涼」を感じてみてはいかがですか。

◆問合せ先◆ 白石キャンプ村（代表・渡辺さん） TEL 0493−82−0650
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緊急の差し迫った傷病者（患者）を病院などの医療機関まで迅速かつ
安全に搬送する救急車。最近、緊急性のない不要不急の救急車の出場件
数が増えており、その適正な利用について、ニュース・報道でも取り上
げられているように大きな問題となっています。
緊急を要しない救急車の出場中に、本当に救急車を必要とする事故が
発生してしまったら… 救える命を救えなくなるおそれがあります。
救急車の適正な利用に、ご理解ご協力をお願いします。
増え続ける救急出場件数
救急車の出場件数は、年々右肩上がりに増加傾向にあ
り、平成９年の5,025件から平成18年には7,314件と大
幅に増加しています。【右表参照】
要因としては、高齢化、核家族化や住民意識の変化に
よる影響が大きいと思われますが、
「救急車で病院に行っ
たほうが優先的に診てくれると思った。
」
という誤った認
識やタクシー代わりにするなど利用者のモラルを問われ
るケースも増えてきています。

救急出場件数の推移
6455

平成14年度

平成18年度

現場到着への遅れ
比企広域消防管内では、現在、９台の救急車で救急要請
に対応しています。119番通報を受けると、
現場に最も近い
消防署、分署の救急車が出場しますが、出場件数の増加に
より、直近の救急車が出場できず、他の救急車が出場する
ケースが増加しています。その結果、救急現場への到着時間
も年々長くなっています。1 分 1 秒を争う命に危険がある患
者さんへの対応が遅れることはあってはならないことです。
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約1.5倍!!

出場中

「救急車を使わないで。
というお願いではありません」
―管内の救急要請状況は？―
昨年の出場件数は7,314件、搬送人員は7,062人で1日平均20件の出場
となっており、管内住民約28人に１人が救急隊によって搬送されたことに
なり、出場件数は、毎年平均５%ずつ増えてきています。
―そうした救急需要の増えている中で、最近は救急車の不適切な利用とい
う問題が発生しているようですが、そのことについては？―
そうした不適切な利用が増えていることは否めませんね。本来、救急業
務は病気や怪我で緊急に医療機関に搬送する必要がある場合に利用できる
ものです。しかし、現実は緊急牲の無い場合もあり、もし、このような方
が救急車を利用されると本当に必要としている傷病者にとって直近の救急
車が出場できなくなり、到着時間が遅れてしまう場合がでてきます。

東松山消防 救急隊長

救急救命士

榎 本 忠 男

氏

―実際に「不適切利用だな」と感じたケースは？―
稀ではありますが、救急要請があり現場へ行ったら、本人が入院の準備をして
バックを持って待っていたケースや自宅ではないところで待っていて、タクシー
代わりのように利用された、ということもありますね。

消防署では毎月救命講習を開催
してます。受講していただくこと
により、適切な応急処置ができる
ようになりますので、ぜひ多くの
方に参加していただきたいです。

―そのような問題に対しての抑制策などは？―
当消防本部では現在、抑制策に対して具体的に実施していませんが、救命講習
や講演などで適正な利用を呼びかけているところです。しかし、まだそうしたPR
が不足していると感じていますので、これからもあらゆる場を利用して働きかけ
ていきたいと思っています。今年６月から東京消防庁ではこのような対策として、
※
救急搬送トリアージを試行しているようです。状況によっては今後、地方へ波及
していくことも考えられます。
※「救急搬送トリアージ」とは、平常時における個別の傷病者に対する緊急度、重症度
を評価し、消防救急による搬送要否を含め、評価結果に応じた搬送体制を提供するこ
とを意味しています。

こんな利用はやめて！
「あの〜、カゼを引い
て病院へ行きたいのです
が…。救急車来てください。
歩けるので、外で待って
いますから。」

医療情報等のご案内

「ウィ〜、酒飲み
過ぎて気持ち悪ぃ〜、
歩けな〜い、救急車
来てくれ〜」

歩ける人は自分で病院へ行ってください

◎救急医療情報の県民案内電話番号
TEL 048―824―4199（24時間対応可）
◇救急車を呼ぶほどでないが、緊急に受診が必要
なとき
◇休・祝祭日、夜間などのとき
◇どこで診てもらえばよいかわからないとき

「病院へ行こうと思うのです
が、車もないし、タクシーも来な
い…。救急車来てください。
」

緊急性のない場合は
利用しないでください

タクシー代わりの利用はやめてください

◎比企地区こども夜間救急センター
診療日：月〜金曜日
（休日・祝日、年末年始を除く）
受 付：19時30分〜22時
受診方法：子供の症状などを相談してから来院し
てください
ところ：東松山医師会病院内
（東松山市神明町1―15―10
TEL 0493―22―2822）
対 象：原則として満1歳以下の子供

―住民の方々に対するお願いなどがあれば―
繰り返しになりますが救急出場件数は増加の一途をたどっ
ています。車両の台数も限られてますので、救急車を有効に
利用していただくためには、軽い病気や怪我などで緊急性の
無い場合は他の交通手段での利用をお願いしたいですね。し
かし傷病者が急変したり判断に迷ったりした時はためらわな
いで救急車を呼んでください。間違っていただきたくないの
は、決して救急車を使わないでというお願いをしているので
はないということです。救急車の適正な利用が「救える命」
を救うことにつながる、ということに対して、理解と協力を
お願いしたいですね。
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防災特集
9月1日は防災の日、8月25日〜9月5日は防災週間です。
１ ふだんの備え

地震に対する備え
もし、突然大きな地震が襲ってきたら…
大地震発生時は、道路が遮断されたり、多くの場所
で被害が出たりするため、すぐに救出してもらえると
は限りません。私たちは、まず自分の身は自分で守る
ために、日ごろから次の３つのポイントを、しっかり
押さえておきましょう。

・非常持ち出し品を準備する
・家具の転倒防止など家の中の安全を確保する
・家族で防災について話し合う

２ 災害が発生したとき
・身の安全を確保する
・落ち着いて火の始末をする
・安全に避難する

３ 被災した後
・正しい情報を入手する
・協力し合って、消火・救出・応急救護をする

重要なのは、これらのポイントをただ「知っている」
だけではなく、実際に「行動に移せる」ということで
す。例えば、あなたはとっさに、消火器や避難器具を
使えますか？避難場所まで安全なルートを通って行け
ますか？何となく知っているだけでは、安全の保証に
はならないのです。命を守る行動を確実にできるよう
にするため、ぜひ防災訓練などに参加して、防災行動
力を身につけてください。

水災害にご注意を

『緊急地震速報』をご存じですか？
大規模地震の発生が心配される中、今年９月から始ま
る緊急地震速報は、地震の波のメカニズムをうまく活用
し、震源や地震の規模をすぐに推定、各地での大きな揺
れの到達時刻や
震度を可能な限
り素早く知らせ
るシステムです。
現在、気象庁では、
「緊急地
震速報」の家庭での利用を検
討し、できるだけ早期に「緊
急地震速報」の提供ができる
ように準備を進めています。
避難勧告が
発表されました
道が狭いから
気をつけて！
あわてずに
非難しよう

●お問合せ●
気象庁地震火山部管理課
TEL : 03-3212-8341
URL : http://www.jma.go.jp

比企地域は、これまで比較的大変な水災害に遭って
はいませんが、近年は台風の大型化や「爆弾低気圧」と
呼ばれる爆発的に発達する低気圧の影響により集中豪
雨がもたらされることも考えられます。「ウチの地域
は大丈夫。」とは思わずに､大きな被害をもたらす台風
や集中豪雨に対する備え、日頃から準備しておくこと
が大切です。

情報を早めにキャッチ
予知が難しい地震と違って、台風
や豪雨はある程度、到来の時期や規
模を予測することができます。ラジ
オやテレビ、インターネットなどで
台風や大雨に関する情報を入手し、
その動向に注意しましょう。

速やかに避難を
危険がせまった時には、防災機関の避難
指示にしたがい、すばやく避難を。避難場
所は指定されているので、あらかじめ場所
を確認しておきましょう。また避難警告が
出ていない場合でも、テレビやラジオなど
で情報を集め、危険と感じたら自主的に指
定された場所へ避難しましょう。
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不用意に近よるべからず
台風が近づいているとき
や大雨のときは、むやみに
外出するのは控えましょう。
外出している場合は早く帰
宅して、非常事態に備えま
しょう。また、つい気にな
って田んぼや増水した河川
を見に行きたくなると思われますが、不用意に近づ
くと大変危険ですので注意しましょう。

高齢者をめぐる消費者トラブルが後を絶ちません。
昼間一人で家にいることが多く、時間に余裕のある高
齢者は、強引な訪問販売やさまざまな手口の悪質商法
の被害に遭いやすい状況に置かれています。

催眠（ＳＦ）商法
日用品の無料配付や講習会の
名目で締め切った会場等に人
を集め、雰囲気を盛り上げな
がら興奮状態にし、最後に高
額な商品を売りつける商法で
す。
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点検商法
「点検に来た」といって来訪し、
修理不能、危険な状態などと
だまし、不要な契約を押しつ
ける商法です。

「おかしいな、不安だな」と思ったら
すぐに地元の警察署、消費生活センターへ相談を！
東松山警察署
小 川警察署
西入間警察署

TEL 0493―25―0110
TEL 0493―74―0110
TEL 049―284―0110

NO！不当要求！！
かたり商法

公的機関の名を語り、その職
員を装って高額な商品を売り
つける商法です。時には、町
内会長や大家の依頼で来たと
嘘をつく場合もあります。

管内各署では、行政に対する
不当要求が社会問題化している
ことを受け、暴力団等の不当要
求に対して、組織として拒否で
きる職場づくり、納税秩序の維
持及び健全な職務環境の推進を
図ることをねらいとした研修会を実施しています。こう
した不当要求は、行政だけに限らず、皆さんの身近な地
域においても置き得ることです。断固拒否するとともに、
暴力団追放の推進にご協力をお願いします。

ガイドマップを手に
比企を巡ってみませんか？

視聴覚ライブラリーNEWS
視聴覚ライブラリー
NEWS
16ミリ映写機操作の技術講習会を行います
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。
日時：平成19年９月28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18日
（火）
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。
TEL 0493―23―9331
※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。

この度、比企広域圏内の観光スポットをまとめた「比
企地域観光ガイドマップ」を作成しました。
「遊ぶ」「巡
る」「訪ねる」「体験する」「学ぶ」「食べる・買う」そし
て「イベント・お祭り案内」とジャンルごとに観光スポ
ットを分けての掲載。そして裏面には比企全体の地図に、
表面の掲載観光箇所や主要施設、花の見どころや直売所
などを掲載しています。
お近くの市町村観光担当課または観光施設などに設置
されていますので、これを手に比企地域の観光スポット
巡りをしてみてはいかがですか。

［ 7 ］

◆問合せ先◆ 比企広域市町村圏組合振興課

比企地域で梨が栽培されていることを知っていますか？
この地域の梨栽培の歴史はとても古く、約60年前に東松山
市東平地区に導入され
たのが発祥といわれて
います。昭和40年代に
東武鉄道と連携し、も
ぎ取り観光が始まって
からは、地元の人も気
軽に味わえるようにな
りました。その後、道
路網の整備と都市化の進展により急速に直売が広がり、宅
急便が普及してからは、市場への出荷は無くなり、直売が
中心になりました。現在、東松山市を中心に約40戸の農家
が栽培をしています。

○味わい方
梨の代表格「幸水」
だけでなく、酸味が
ある芳醇な味わいの
「豊水」
、日持ちが良
くあっさりした味と独
特の歯触りの「新高」
など梨グルメをぜひ
体験してください。
直売なので、全て完熟してから販売しています。だからス
ーパーで買うものとは甘みが違います。
ぜひ、ご賞味ください！
○販売時期

７月下旬から８月下旬
（幸水）
・８月下旬から９
月上旬
（豊水）
・９月中旬から10月上旬（新高）
８月下旬には埼玉県の新しい梨「彩玉」も販売されます。

販売場所

東松山市、滑川町の各梨農家および直売所

●問合せ先 東松山市梨産地協議会 TEL 0493−21−1400
東松山市観光協会
TEL 0493−23−3344

タテのカギ

ヨコのカギ

①スズメ・クマ・アシナガ… 刺されたら大変
②教えるお手本にならないことを何がつかないと？
③胃や十二指腸にできるもの ストレスが大敵です
⑤トレーディングカードを略してこう呼びますね
⑥親密な関係にあることを
「○○月な関係」
⑧動く物を見る能力を表す視力のこと
⑪ワラビやゼンマイなどは○○植物です
⑫プロ野球、読売ジャイアンツの俗称
「球界の−」
⑭魚の形をした中にアンコが入ってます
⑯視力が非常に優れた鳥 こうも呼ばれています
⑰事前⇔
⑲うれしそうな様子「○○として」
⑳漬けたり、焼いたりおいしいですよね

①今年学生の間で大流行。予防接種はしましたか？
④滝沢（曲亭）馬琴の代表作「南総○○○八犬伝」
⑦ある社会において認知されていること
「何の高い人物」
⑨まさることとおとること「優○○」
⑩高齢化とともに社会問題となっています
⑬女性シンガーソングライター 愛称はヒッキーといえば
⑮かげでこっそりあやつること 何を引く？
⑰
「○○を表明する」 役をやめる時などによく言います
⑱何かをきっかけに気持ちが安定する状態 ○○○一転
⑳きしめん・みそかつ・ういろう…といえばどこ名物？
澡
「いつでも、どこでも、だれでも」
恩恵を受
けられるという言葉 「○○○○○社会」
など、最近よく使われています

※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。

前回の答えは
「フレアイノサト」でした。
116通応募いただき、107
通の正解をいただきました。

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29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 8 月31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：御澤誠二様（東松山市） 早田百合子様（東松山市） 加島守ニ様（東松山市） 竹和渉様（東松山市） 嶋田すみ代様（嵐山町）
武田貞子様（小川町） 岡本久子様（小川町） 関口珠子様（小川町） 宮倉文江様（吉見町） 栗嶋久代様（ときがわ町）

ていく・いっと・いーじー
ー編集後記ー
組合では事業のひとつとして映画会を実施していますが、今回
上映（７月21日実施）するのは「フラガール」。劇場公開されて
いたときに観たのだが笑いの中に感動あり、これまで自身が観
てきた映画の中でも上位にランクインするほどのおススメ作品。
事前に入場整理券を配布を始める際、上司に「１週間でなくな
っちゃいますよ。
」なんて言ってただけに、残ったらどうしよう
と思っていたところ、１週間とはいかなかったまでも無事完配。
あとは当日トラブルがなく平穏に終わってくれるのを祈るのみ
です。

広報ひき

第28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

90,083
16,057
19,393
35,306
22,921
22,398
16,069
13,500
3,774
239,501

45,347
8,208
9,622
17,521
11,571
11,248
7,991
6,785
1,868
120,161

平成19年７月１日現在
女
44,736
7,849
9,771
17,785
11,350
11,150
8,078
6,715
1,906
119,340

平成19年 8 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
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世帯数（世帯）
34,500
5,827
7,205
12,735
7,468
7,375
5,635
4,711
1,132
86,588

