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■ハル、満開
ときがわ町本郷地内を流れる
都幾川沿いにて（昨年撮影）

特産「のらぼう菜」を召しあがれ

木のむらキャンプ場予約受付開始

小川町では、様々な「のらぼう菜」商品を開発していま
す。
「のらぼう菜」は春に収穫する菜の花の一種で、甘味、
食感、ビタミンＣなど栄養価も豊富なアブラナ科の野菜。
江戸時代に比企地域で栽培されたこの「のらぼう菜」が最
近また注目されてきており、伝統野菜の特産化の取り組み
として、小川町、嵐山町、ときがわ町の農家が集まり栽培
会を発足して生産を進めています。

こもれ日、せせらぎ、おいしい空気。都幾川の清流と緑
がいっぱいの木のむらキャンプ場が今年も 4 月 1 日にオー
プンします。水遊び、森林浴、バーベキュー、キャンプフ
ァイヤーなど、おもいっきり自然にふれてください。 4 月
1 日のオープンに先立ち、バンガローやテントの利用予約
の受け付けを行っています。
（3月1日より。
）週末や夏休み
の利用を計画される方は、お早めにご予約ください。

「のらぼう菜」は漬物やおひ
たしなど素材そのもののほか、会席料理、餃子、コロッケ、
ようかん、饅頭、ドーナツなど40点に及ぶ開発商品があり、
生鮮は 3 月中旬〜 5 月初旬ころＪＡ埼玉中央の直売所で販
売しています。
開発加工商品は、小川料理店組合・小川料飲店組合・小
川製菓組合・小川食肉組合加盟店やはつらつ朝市などで販
売しています。

◆問合せ先◆
木のむら管理事務所 TEL 0493−67−0850

いちごの里よしみでオリジナル商品発売

新緑の映える 5 月の第 2 日曜日、東秩父村の白石地区で
は「神送り」が行われます。この祭事は、昔この地区で疫
病が流行ったときに、一人の行者が治したことから始まっ
たといわれています。
神送りが近づくと、各
家庭では、体から悪い病
気を取り除くため、炒豆
を和紙で包んだ「カワラ
ガシ」で体を撫で、その
包みを天王様に預けます。
祭り当日は、厄病退散の
願いを込めて小旗に「鳴
神送るぞ」
「かぜの神送るぞ」などと墨で書かれた小旗と、
みこし
天能様に預けられた「カワラガシ」を収めた神輿を持った
人々の行列が旧村境まで歩いていき、無病息災を願います。
最近では珍しくなったこうした祭事を写真に収めようと訪
れる方も多いようです。

県内でも有数な生産量を
誇り、高い評価を受けてい
るいちごの産地吉見町。い
ちごの里・よしみ を更に
ＰＲしていくため、いちご
をイメージした商品開発を
進め、昨年11月より商品の
販売を開始しました。
ひとつは「ふわっと苺」
。いちご風味の柔らかいスポンジ
地にカスタードクリームの入ったシフォンケーキで、とて
も柔らかく、しっとり感のあるお菓子です。
もうひとつが、キャラクター名「いちごちゃん」と名付け
られた携帯ストラップ。いちご一粒分の大きさで、３種類
が作製されました。
どちらも、道の駅「いち
ごの里よしみ」でしか販売
していない限定オリジナル
商品です。この地域のお土
産品としても期待が寄せら
れています。お立ち寄りの
際にはぜひ、ご賞味・ご購
入してみてはいかがですか。

◆問合せ先◆ 東秩父村振興課

◆問合せ先◆
道の駅「いちごの里・よしみ」 TEL0493-53-1530

◆問合せ先◆ 小川町産業観光課

TEL 0493-72-1221

白石の神送り

TEL 0493-82-1223
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桜並木が咲き誇る！
嵐山さくらまつり「夢さくら」開催
高坂駅西口の彫刻のある通り
東武東上線高坂駅西口から西へ向かう歩道の両脇に、ブ
ロンズ像３２体が展示され、野外彫刻ギャラリーになって
います。
この「彫刻のある通り」は、昭和
61年に市街地環境が整備されたこと
から、まちづくりのシンボルとして
設置されました。
これら像は、すべて彫刻家高田博
厚氏の作品で、
一人の彫刻家の
作品が約１キロ
にわたって野外
に並んでいるのは、あまり例がありま
せん。また、彫刻には作品ごとに作者
の短文が添えられており、見るだけな
く、作品や人物に対する思い入れも伝
わってきます。

嵐山町の都幾川堤において「嵐山さくらまつり 夢さく
ら」が開催されます。
都幾川堤には２kmにわたって約 2 5 0 本のソメイヨシノが
植えられており、途切れることなく咲き誇るピンク色の桜
じゅうたん
並木と、黄色い絨毯を
敷き詰めたような菜の
花とのコントラストが
鮮やかで、多くの花見
客でにぎわいます。
３ 月 2 3 日（日）から４
月６日（日）までは学校橋
から二瀬橋にわたって
ぼんぼりが吊され、夜
間点灯及びライトアッ
プも行われます。昼間の景色とはひと味違う幻想的な雰囲
気が楽しめます。週末には模擬店なども多数出店し、最終
日の４月６日（日）にはハイキング、和太鼓演奏などのイベ
ントも開催されます。ぜひ、お越しください。

◆問合せ先◆
嵐山さくらまつり実行委員会 TEL0493-62-2895

◆問合せ先◆ 東松山市広報広聴課 TEL 0493-23-2221

家庭で手軽に味わえる
「鳩豆うどん」乾めんを販売

寒い日には「かわじま呉汁」
川島町の商工会では、夏期の「すったて」に続き、現在
は、
「かわじま呉汁」の名物化に取り組んでいます。
「呉汁」とは、栄養豊富な大豆を使用した川島町に伝わる
冬の郷土料理です。大豆をすりつぶしたものを「呉」とい
い、それを汁仕立てにしたのが「呉汁」です。
この昔から伝わる「呉汁」をベースに、
「いもがら」のアク
セントとたっぷりの野菜を加え、その旨みと栄養を凝縮し
た料理が「かわじま呉汁」です。
体の芯から温まる「かわじま呉汁」は町内13店舗で、ご
賞味いただけます。

◆問合せ先◆ 川島町商工会 TEL 049-297-6565

伊古の里づくりを進めています

鳩山町では、主要作物として大豆栽培に力を入れ、大豆
を使った「うどん」
、
「焼酎」
、
「ようかん」などを開発し、
大豆のブランド化事業を進めてきました。昨年11月からは、
特産品販売施設 鳩豆工房「旬の花」でしか食べられなかっ
た「鳩豆うどん」を、ご家庭で手軽に楽しむことができる
乾めんとして販売しています。
厳選された鳩山産
の黒大豆を練りこん
だ乾めんは、そばの
ように細く、ツルツ
ルとした食感と滑ら
かな喉越しが特徴で
す。贈答用としても
喜ばれる一品となっ
ています。ぜひ、一
度ご賞味ください。

◆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

滑川町では、里山の自然を活かし、地域活性化を図るため整備した「谷津
の里」に続き、現在「伊古の里」づくりを地域と共に進めています。伊古の
里は、町で一番高い二ノ宮山（１３２ｍ）周辺を観光農園にして都市住民との
交流が図れるよう、地元農産物をジャムやみそなどに加工する体験型の交流
施設やつりぼり園、散策路なども整備し、平成20年度中の完成を目指してい
ます。
「伊古の里」のシンボルとなる二ノ宮山山頂の展望塔からは、比企丘陵
が一望でき、晴れた日には、都心や遠く筑波山、日光連山などの美しいパノ
ラマを楽しむことができます。

◆問合せ先◆ 滑川町産業振興課 TEL 0493-56-6906
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あなたの家にはついていますか？

住宅用火災警報器設置が

義務化されます

0年
平成2 より
日
6月1

住宅の寝室や階段などへの火災警報器の設置が、新築
住宅では平成18年６月より義務付けられたのに続き、既
存住宅でも今年６月からは義務化となります。
住宅用火災警報器は火災から大切な人、大切な命を守
る機器です。お早めの設置をお願いします。

■火災警報器の取付場所
①寝室（義務設置）
就寝に使用する部屋の天井または壁
面に取り付けます。また、子ども部
屋でも寝る部屋として使用している
場合は設置が必要となります。

②階段（義務設置）
寝室が２階などの場合は、階段にも設
置が必要です。

③台所・居間（努力設置）
台所・居間については義務ではありま
せんが、取り付けをおすすめします。

火災警報器の購入について
住宅用火災警報器の設
置義務化を契機として、
不適切な価格・無理強
い販売などを行う業者
にはご注意ください。
（火災警報器は、
クーリ
ングオフの対象です）

あやしい感じが
するけど…？
どうしようかしら？

今すぐ付
けないと
罰金を取
られます
よ！
ムニャム
ニャ…

火災警報器は、ホームセンターなど、防災
設備取扱店で１個あたり数千円から購入でき
ますが、目安として「日本消防検定協会鑑定
マーク」がついている物を選びましょう。
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。

○住宅用火災警報器相談室

ダマされないためのポイント

《フリーダイヤル》０１２０−５６５−９１１

◎市町村職員や消防職員、消防団員が火災警報器

受付時間：月曜から金曜までの午前9時から午後5時

などを売り歩くことはありません。
◎点検業者などの点検の必要はありません。
◎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。

○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/119/
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新春恒例の消防協会比企支部と比企広域消防本部の合同出初め
式が、1月6日（日）に東松山市立松山第一小学校で行われました。
当日は、春本番を思わせる好天に恵まれ、参加者・見学者を合わ
せ約1,000人もの人々でにぎわいました。
消防本部管内の７市町村の消防団員と比企広域消防本部職員は、
それぞれの市町村長や来賓者の前で整列後、車両と徒歩に分かれ
堂々と行進を行い、地域の安心・安全を守る決意を新たにしまし
た。会場には、消防法改正により一般住宅にも設置が義務付けら
れた「住宅用火災警報器」コーナーや、
「地震体験・煙体験」コー
ナーも設置されました。
また、抜けるような青空の下、アトラクションとして比企とび
消防記念会の皆様による「はしご乗り」の妙技や、幼年消防クラ
ブの松山幼稚園の皆さんによる鼓笛演奏が披露されると、大勢の
見学者から大きな歓声が上がりました。

消防署からのお願い

ＱＲコード

比企広域消防管内（川島町・鳩山町除く）で発生した災害の情報について知りた
い時は、
『0493-24-0119』へお掛けください。災害の発生した場所や、何が燃えて
いるか等の情報を自動音声で繰り返し流しています。また、比企広域消防ホームペ
ージ、携帯端末においても災害速報としてお知らせしていますのでこちらもご活用
ください。
『１１９番』は火災や救急等の緊急連絡用ですので、こちらを使用しての災害の
お問い合わせはご遠慮くださるようお願いします。
なお、川島町は「049-223-0700」
鳩山町は「049-295-4333」 へお問い合せください。

昨年10月1日より提供が開始された『緊急地震速報』
。
最大震度５弱以上が推定される場合に、テレビやラジオを
通じて通知されますが、速報を見聞きしてから強い揺れが
到着するまでの時間は数秒から数十秒しかありません。状
況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保しましょう。
■自宅では
・頭を保護し
丈夫な机の
下などに隠
れる
・あわてて外
には飛び出さない

■外出先では
・係員や上司・先生などの
指示に従う
・あわてて
出口に走
り出さな
い

■歩いているとき
・ブロック塀
などの倒壊
に注意
・看板やわれ
たガラスの落下に注意し、
ビルのそばから離れる

■自動車に乗っているとき
・あわててブ
レーキをか
けない
・ハザードランプを点灯し、
揺れを感じたらゆっくり
停止

春を迎え、就職や入学による歓
迎会や花見など、何かと飲酒の機
会が多くなる時期です。飲酒の機
会が増えると、急性アルコール中
毒による救急要請も増えてきます。
自分の適量を知ることや、その日
の体調に注意しましょう。
、また、一気飲みや無理強いは
やめるなど、節度ある飲酒に心がけましょう。

■もし事故が起きてしまったら？
アルコールの危険性を認識し、過度の飲酒による事故に
ならないようにすることが第一ですが、もし、身近で事故
が起こってしまった場合、救急車が来るまでの応急処置と
して、次のことに気をつけましょう。
・絶対に一人にしない
・衣服を緩めて楽にする
・体温の低下を防ぐ
・吐物による窒息を防ぐため
回復体位
に横向き（回復体位）に寝かせる
・吐きそうになったら抱き起こさずに、横向きの状態で
吐かせる
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視聴覚ライブラリー業務
廃止のお知らせについて

比企広域市町村圏組合では、圏域内の学校教育及び社会教育における視聴
覚教育の振興を図るため、視聴覚ライブラリー業務を実施してまいりました
が、平成20年3月末をもって廃止することとなりました。
昭和48年の業務開始以来、延べ3万本の教材を貸出してきましたが、近年
では映像メディアの普及により、視聴覚ライブラリーを活用しなくても必要
としているソフト等を手軽に観ることができる状況であり、貸出件数の減少
から、業務の廃止に至ったものです。
なお、これまで購入してきた教材（16ミリ映画フィルム及びビデオソフト
等）
、機材（16ミリ映写機、三脚式スクリーン等）について、移管先や利用貸
出などの今後につきましては決定次第、各市町村広報誌や当組合ホームペー
ジなどでお知らせいたします。

ウォーキングマップを手に
比企を歩いてみませんか？
比企広域圏内でウォーキングを楽
しみつつ、この地域の魅力を再発見
してもらい、また、健康づくりの一
環として役立てていただこうと「比
企地域ウォーキングマップ」の作成
を進めています。駅から駅をむすぶ
コースは９つ。使いやすさ見やすさ
を考え、３つのエリア（3冊）に分け
て作成し、コース内での立ち寄りス
ポット情報も掲載しています。
このマップを手に、春の比企地域を
歩いてみませんか？
※4月上旬頃、比企広域管内の市町村役所（場）などで配布予定です。

比企広域市町村圏組合が管理・運営を行っている東松山
斎場は、4月1日から、民間のノウハウを活用して、住民サ
ービスの向上と経費の節減を図ることを目的として指定管
理者制度を導入いたします。
なお、導入後の施設の利用については、これまでと同様の
方法でご利用いただけます。
●指定管理者となる団体：富士建設工業株式会社
●指定の期間：平成２０年４月１日〜
平成２３年３月３１日(３年間)

◆問合せ先◆ 比企広域市町村圏組合振興課

『食の安全・安心を考える』研修会を開催
比企ふるさと市町村圏基金を活用した広域活動事業の一環
として、1月10日、東松山市文化セン
ターにおいて、管内市町村の職員及
び市町村で活躍されている民生委員・
児童委員さんを対象に最近大きな社
会問題となっている「食の安全安心」
に関する研修会を開催しました。

◆問合せ先◆ 東松山斎場 TEL 0493-22-4279
講師にはヘルス＆フードアドバイザーの玉田富子先生を招
き、
「表示されている賞味期限に頼るのではなく、食に対す
る自分の目を養うことが大切。」
「地元で作られるモノに目
を向け、地産地消を進めて。
」などユーモアを交えた講演に
会場の皆さんは熱心に聞き入っていました。
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ー税金の還付などと偽りお金をだまし取るー

還付金等詐欺
まことしやかな嘘を並べ立て、お金を預金口座
等に振り込ませてだまし取る「振り込め詐欺」い
わゆる「オレオレ詐欺」や「還付金等詐欺」の被
害が増加傾向にあります。
「自分だけはだまされな
い」とタカをくくらず、詐欺師たちに負けない知
恵と勇気を身につけましょう。

ー家族や警察官、弁護士などになりすますー

税務署や市町村役場の職員を装い、
「税金・医
療費の還付金があります。還付金の手続きは
ＡＴＭで行いますので、キャッシュカードを
持ってＡＴＭへ行き、着いたら電話をしてく
ださい」などと偽って誘い出し、電話でＡＴ
Ｍを指示に従って操作するよう要求する。

撃退！しましょう!!
税務署や市町村役場では、ＡＴＭで税金や医療費等の還
付をすることはありません。ＡＴＭの操作を求められた
ら詐欺だと疑い、警察に相談しましょう。

オレオレ詐欺

ー融資をだしにお金をだまし取るー

あらかじめ息子や孫を装い、
「携帯電話の番号が変わった」
と電話を入れて相手を信用させておき、２〜３日後に変わっ
た携帯電話から「オレだけど…」と電
話がかかってきて、会社でのトラブル
処理や借金返済などを口実に、現金の
振り込みを要求する。

融資保証金詐欺
ダイレクトメールや電子メールで融
資の勧誘を行い申込者に保証金や手
数料などの名目で現金振込を要求。

ーありもしない請求をするー

架空請求詐欺

撃退！しましょう!!
「携帯電話の番号が変わった」は振り込め詐欺かもと疑
い、必ず本人と連絡をとりましょう。また、家族だけしか
知り得ない質問や合言葉を決めておくことも効果的です。

インターネットなどの有料サイトの
利用料や情報料などの請求をでっち
上げ、はがきやメールを送りつけて
現金振込を要求。

おかしいと思ったら、
「振り込まず」に、スグ、相談！ ＃9110(警察相談窓口)または、最寄の警察署まで

３月23日
圏央道川島ＩＣ開通記念花火大会（川島町・上八ッ林地内）
３月23日〜４月６日
嵐山さくらまつり（嵐山町・都幾川堤）
３月29・30日 夢灯路（東松山市・上沼公園〜下沼公園）
３月29・30日 春のおがわ物産市（小川町・埼玉伝統工芸会館）
３月下旬
カタクリまつり（小川町・カタクリとオオムラサキの林）
４月上旬
さくらまつり（吉見町・さくら堤公園）
４月20日
子育て観音大祭（小川町・大聖寺）
４月26・27日 菜の花まつり（吉見町・吉見総合運動公園）
４月下旬〜５月上旬
ぼたんまつり（東松山市・東松山ぼたん園・箭弓稲荷神社）
４月29日
川島一周ハイク（川島町・川島町内）

「川島インターチェンジ」が開通します
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の、川島インターチ
ェンジが３月29日（土）開通します。鶴ヶ島ジャンクション
からの約８km間で国道２５４号線に接続することになりま
す。周辺地域の交通
利便性の向上が図ら
れるとともに、商工
業等新たな土地利用
の促進や観光の振興
など、地域の活性化
につながると考えら
れています。

５月上旬
５月５日
５月11日
５月11日
５月17・18日
６月８日
６月18日

つつじまつり（鳩山町・おしゃもじ山公園）
ちびっ子まつり（川島町・平成の森公園）
ヘルシースポーツフェスティバル
（嵐山町・総合運動公園ほか）
つり交流会
（ときがわ町・木のむらキャンプ場）
文化フェスティバル（東秩父村・和紙の里）
花菖蒲まつり（ときがわ町・たまがわ花菖蒲園）
厄除朝観音（吉見町・吉見観音）

イベントの詳細などにつきましては各市町村へお問い合せ下さい

［ 7 ］

斜面を利用した花き（切り花・花木）栽培が盛んな東秩父
村では、花桃や宿根アスターなどを中心に約2 5 h a 栽培さ
れています。その中でもここ最近力を入れているのは「ハ
ナモモ」。「お花をあげましょ桃の花♪」と歌われたように、
ひなまつり・桃の節句、の花です。
この地域で花桃の
近年本格的に植栽を始めたこの大内沢地域は、
「花桃の郷」
栽培が本格的になっ
と名付けられ、現在では約５０００本の花桃が山郷全体を
たのは昭和50年代か
覆うほどになり、その様子はまるでピンクのじゅうたんを
らで、地元花き研究
敷き詰めたようです。早春に多くの観光客が同村を訪れ、
会が中心になり、高
齢者や女性にとって 「花桃まつり」が行われるなど地域振興にも貢献しています。
比較的栽培管理が容
●問合せ先 東秩父村振興課
TEL:0493-82-1223
易であることから導
入されました。こうして、地区の南斜面を利用し新春に出
荷できる利点のあった花桃の生産が徐々に広がっていき、
今では県内一の生産量を誇るほどになりました。

タテのカギ

ヨコのカギ

①「抽象的」の対義語
②物理、生物、地学、化学 まとめると何て言う？
③武家時代、朝廷に仕えた人々
④広々とした海のこと
⑤議論をわざと間違った方向に向けようと
する意見のこと
⑦ことわざ 「三人寄れば文殊の−」
⑧大豆の栽培に力を入れている比企郡内の町は？
⑪容貌のりりしいさま「○○とした顔立ち」
⑬梅雨の頃にはこの前線が長く停滞しますね
⑭ペルーの文化遺産 何の地上絵？
⑮「あの力士は○○相撲が得意だね」
⑯これまでにないこと 「世界○」や「史
上○」なんて言いますね

①シンデレラや白雪姫などの童話
③昨年の流行語「ＫＹ」 何が読めない？
⑥英語で「ホーク」 この鳥の日本語名は？
⑦韓国風、キムチベースの料理 寒いとき
温まりますね
⑧ほまれや栄光 「○○ある勝利」
⑨箱型の車の総称
⑩これを受ける前日は徹夜ですかね
⑪ユーロに移行される前のイタリアの通貨
⑫乱暴で、無作法なこと
⑮不平や愚痴をくどくど言うこと ○○○言
⑯夏に白やピンクの花を咲かせます
⑰今年の大河ドラマ主役の姫
⑱ロシアの強いお酒

※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。

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30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20年 4 月18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
「ハナビタイカイ」
でした。
117通応募いただ
き、107通の正解
をいただきました。

◆当選者：野原桂子様（東松山市） 千代田一輝様（東松山市） 鈴木二三枝様（東松山市）
内田つな様（嵐山町） 大野秋枝様（嵐山町） 松本英子様（小川町）
石川永江様（小川町） 鈴木米次郎様（川島町） 高野里美様（鳩山町）
野澤松生様（東秩父村）

ー編集後記ー
誌面にも掲載したウォーキングマップの作成を進めるにあたり
現地調査として９週にわたり、毎週１回歩いて調査をしてきま
した。始める前は、回数を重ねるごとに体が慣れてきて、歩く
のも楽になるであろうと思っていたところ、
「慣れ」よりも、
「蓄積疲労」の方が強く出始め、終盤の頃はヘトヘトになりな
がらの調査でありました。そして、ちょっとだけ期待していた
ダイエット効果などあるわけがなく、
「週イチではダメだよな…
やっぱ」と改めて思った（何度目だ？）次第でございました…。

広報ひき

第29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
89,956
16,291
19,329
35,069
22,815
22,285
15,970
13,449
3,726
238,890

男
45,271
8,353
9,602
17,410
11,536
11,160
7,941
6,760
1,847
119,880

平成20年２月１日現在
女
44,685
7,938
9,727
17,659
11,279
11,125
8,029
6,689
1,879
119,010

平成20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
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世帯数（世帯）
34,614
5,965
7,220
12,758
7,497
7,388
5,673
4,742
1,133
86,990

