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出土品展示室、美術展示室がオープンゆるキャラ「よしみん」をヨロシク

嵐山のいちご　食べてみて！
３年目をむか
えた「嵐山観光
いちご農園」が
今年も１月から
営業しています。
６つの長～いハ
ウスには真っ赤
ないちごがたわ
わに実って、み

なさんをお待ちしています。５月の連休まで営業の予定で
すが、嵐山渓谷バーベキュー場・都幾川桜堤の近くですの
で、４月からは河原でバーベキューをしたり、お花見もい
っしょに楽しめます。また、３月25日（水）～４月５日（日）
は桜堤でさくらまつりも開催していますので、ぜひお出か
けください。

営業時間　午前10時～午後４時（無くなり次第終了）
定 休 日　不定休
場　　所　嵐山町鎌形　鎌形八幡神社そば
HPアドレス http://www2.plala.or.jp/ichigo-ranzan/

◆問合せ先◆ 鳩山町教育委員会文化財保護・町史担当　
TEL 049－296－3862

昨年２月、吉見町－鴻巣
市間の荒川の川幅が日本一
になったのを記念して、吉
見町商工会では町のイメー
ジキャラクター「よしみん」
を作成しました。
応募全160作品の中から
選ばれた「よしみん」は町
の特産品であるいちごをイ
メージしたもので、頭の種
の形は国指定史跡の吉見百
穴をモチーフにしています。
デザインしたのは群馬県太田市の主婦・小山朝子さん。
「かわいく仕上げるように心がけました。」というこの作品
に商工会青年部では、更に川幅をイメージする水色のライ
ンと距離を示す数字を添えて、仕上げました。
今後は着ぐるみやグッズも作り、町のＰＲにとの活躍が
期待されています。

鳩山町多世代活動交流センター（旧松栄小学校）２階に
昨年11月、町教育委員会等の長年にわたる発掘調査によっ
て得られた出土品の展示室と町所蔵の美術品（絵画等）の
展示室がオープンしました。出土品展示室には、縄文時代
から江戸時代までの縄文土器、須恵器・瓦、熊井焼きなど
が展示されており、鳩山町の代表的な出土品を一堂に見る
ことができます。また美術展示室では順次、町所蔵の美術
品（絵画等）を展示していく予定です。

開館日　　月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
開館時間　午前９時から午後５時

(正午から午後１時の間は当分の間閉室)
※ 出土品展示室は午後４時まで。入場は無料

「あま～い」いちごを召し上がれ
里山の、のどかな風景の中で、自然とのふれあいや農業
を体験できる滑川町にある「谷津の里」。中でもいちご狩り
を楽しめる「いちご農園」が人気です。
その栽培方法は、関東では珍しい高設栽培を導入してい
るため、立ったままでの収穫が可能です。栽培品種は「あ
き姫」と「紅ほっぺ」で、糖度は13～15度あり、一般的に
「高級いちご」と位置付けられる12度を上回るほどの甘さ
です。
収穫した分はその日のうちにほぼ完売してしまうほどで、
遠方からのリピー
ターも多くみられ
ます。５月連休の
頃までいちご狩り、
販売も行っており
ますので、ぜひ一
度その軼甘み軻を
感じてみてはいか
がですか。

◆問合せ先◆ 譌谷津の里　TEL 0493－56－5055◆問合せ先◆ 嵐山観光いちご農園　TEL 090－4963－4757

◆問合せ先◆ 吉見町商工会　TEL 0493－54－0701
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和紙の里文化フェスティバル ５月16・17日（土・日）の２日間、東秩父村和紙の里において、「第24回和紙の里文化フェス
ティバル」が開催されます。このフェスティバルは、村民や村外のボランティアの皆さんが
中心となって企画立案から運営までを行い、体験型の手作りイベントとして定着しています。
メニューは、和紙を素材とした美術展や紙すき・そば打ちなどの体験コーナー、地域特産
物のPR・販売やフリーマーケットなどの「ふるさと市」をはじめ、庭園の特設ステージでは、
伝統芸能である獅子舞や里神楽、太鼓、吹奏楽の演奏など「ふるさと響きまつり」が行われ
ます。新緑に包まれた和紙の里、最高のロケーションの中で楽しい一日をお過ごしください。

裁判員制度についての映画を上映します
今年５月から裁判員制度が始まります。選挙権のある方
なら誰もが選ばれる可能性があるこの制度。では、裁判員
になるとどんなことをするのでしょう？そこでパンフレッ
トや解説本よりも、わかりやすいドラマ仕立ての映画を通
じて、住民の方に少しでも理解してもらおうとのことから
裁判員制度広報映画会を開催します。
どちらの作品も裁判員制度についての疑問や不安について
とてもわかりやすく作られています。制度について理解を
深める良い機会ですので、お誘いあわせのうえぜひご来館
ください。

赤いじゅうたんが出現
東松山市大谷にある農
林公園の小高い丘一面に、
ゴールデンウィークが終
わるころ、可憐なポピー
が咲きほこります。約
2.3haの丘陵の斜面が赤
やオレンジ色のまるでじ
ゅうたんを敷いたように

約50万本のポピーで埋め尽くされます。天気がよければ
丘の上のあずま屋からは、可憐なポピーと北関東の山並み
のコントラストが楽しめます。花の間の通路を通ったり、
写真を撮ったりと、春風に揺れるポピーに囲まれながら、
ゆっくりと休
日を過ごして
みてはいかが
ですか。また、
５月下旬ごろ
には「花の自
由摘み取り」
も予定されて
います。

春を満喫！　川島一周ハイク運動不足を解消しましょう
「ふれあいプラザおがわ（小川町東小川5－25－5）」は、
本年度から指定管理者制度へ移行し、ますますパワーアッ
プしました。運動教室は現在平日を中心に、手軽なストレ
ッチからエアロビクスまで体力に応じた教室を実施してい
ます。運動機器も、ウォーキングマシン、エアロバイク等
有酸素系のものから下半身の筋力を強化するレッグプレス、
レッグカールなどもあります。運動を始めるきっかけづく
りにぜひご利用ください。なお、利用するには、初回講習

会受講が必要
となります。
また、施設は
全て有料です。
来館する前に
は一度お問合
せ願います。
【火曜日は定
休日】

◆問合せ先◆ 東秩父村総務課　TEL 0493－82－1226

◆問合せ先◆　ときがわ町立図書館　TEL 0493－65－4858

◆問合せ先◆ 川島町生涯学習課　TEL 049－297－1611

日時　平成21年4月15日（水）午後１時30分～
場所　ときがわ町文化センター（アスピアたまがわ）大ホール

春のさまざまな
植物を楽しみなが
ら、町を囲む堤防
を歩く「川島一周
ハイク」が開催さ
れます。今年で25
回目となりますが、
毎年大勢の方が
「健康づくり」「友

達づくり」を楽しみに参加しています。コースは10・20・
30キロの３コースがあり、自分の体力に合わせての参加が
できます。また、コース内には川島産トマトの試食のコー
ナーや土手沿いでは地元ボーイスカウトによる手作りのア
スレチック広場などもあります。菜の花に囲まれたコース
を歩きながら、春を満喫してみませんか。

日時　 ４月29日（祝）午前８時～午後４時
（少雨決行・荒天の場合中止)

◆問合せ先◆ ふれあいプラザおがわ　TEL 0493－71－6868

◆問合せ先◆ 東松山市農政課　TEL 0493－21－1400
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比企広域消防本部では、平成13年度から住民ひとりひとり

が住宅防火に関心を持ち、安全で住みよい地域の輪を広げ

るまちづくりを進めるため「住宅防火モデル地区事業」を始め、

これまで７市町村96地区を指定してきました。

この事業は、市町村の一部の自治会等を単位としてモデル

地区に指定し、１年間にわたり消防署と地域とが一体となっ

て、火災予防広報や救急手当講習会、ミニ防災訓練などを

実施するものです。今回は今年度指定を受けた吉見町・とき

がわ町の地区の区長さんにお話を伺いました。

みんなで守ろう
わが家 わが地域

住宅防火モデル地区事業
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住宅防火モデル地区（以下モデル地区）に
指定を受けて、さまざまな経験をさせていた
だき感じたことは、「初期の対応」は我々でも
正しい手法を教えてもらうことによってでき
るのだということです。それを最も感じたの
は救命講習会でした。ケガや病気で困った時
に救急車が到着するまでの間、何もしないの
ではなく、止血する・心臓マッサージを行う・
急病人を安全な場所に移動するなど、自分た
ちだけで適切な対応をとらなければと思える
ようになりましたね。モデル地区での行事に

参加したことによって、団地の皆さんがそうした意識の向上を図れたのではないかと思
います。団地では来年度、災害時に家屋の倒壊などに備えての機器（チェーンソー等）
を購入する予定です。これも「自分たちでできることは…」ということのひとつの表れ
かなとも思っています。更に、団地内において高齢者夫婦世帯や独居老人世帯などを把
握しておく必要があるとの課題も見つかりました。そのために日頃から会員同士のコミ
ュニケーションを深めて、災害時にはまとまりのある行動がとれるようにしていきたい
と思います。

－ 住宅防火モデル地区に指定を受けて－

消防ひろばにて起震車を体験

◆吉田区長◆
地区内の30名ほどで救命講習を受講しましたが、住宅
防火モデル地区（以下モデル地区）だけに限らず、積極
的に住民の方たちに受講していただけたら素晴らしいこ
とだと思います。最近では多くの場所でAED（自動体外
式除細動器）が設置されているのを目にしますが、機器
の用途が分かっていても、実際に講習を受けないと安心
して使えないですよね。私が救命講習会で体験してきた
ことを参加できなかった地域の皆さんに「ぜひ受講して
ください。」と勧めましたよ。このモデル地区への指定は
防災や救急に対する意識を高めてくれるものだと思って
います。

◆荻野区長◆
住宅防火モデル地区（以下モデル地区）の指定を受け、
さまざまな防災イベントに参加し、体験することで、地
域の皆さんが「災害時に何をすべきなのか」を考えるよい
きっかけになったと思います。現在町には、地区単位で
の自衛消防組織はほとんどありませんが、最近、そうし
た組織を作ろうという動きもあるようです。これからの
時代、消防署や消防団だけに頼るのではなく、こうした
モデル地区に指定され、そこで体験したことを活かしな
がら、自主防災の組織作りも必要なのかもしれませんね。

救命講習会での様子

吉見町西地区さくら台自治会
（世帯数176）

区長　山田　秀
ひ で

盈
み つ

さん

ときがわ町玉川地区

一ト市１（世帯数126） 区長　吉田　康男さん（写真右）

一ト市２（世帯数62） 区長　荻野　勝治さん（写真左）

あなたも受講して
みませんか？

救命講習会は、地域だ
けでなく職場のグループ、
個人でも結構です。ぜひ
受講していただきあなた
の大切な家族、友人、隣
人を守ってあげてくださ
い。詳しい日程などにつ
いては、各消防署、分署
にお問合わせください。
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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10日（土）に東松山市立松山第一小学校で行われました。当日は、凍てつ
く様な寒さにもかかわらず参加者・見学者を合
わせ約1,100人もの人でにぎわいました。
比企広域消防本部管内の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、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、昨年６月より義務化となった住宅用
火災警報器の設置を呼びかけるコーナーや、起
震車を用いての地震体験コーナー、火災時の煙の
怖さを体験し対処法を学べる煙体験コーナーも
設置され、多くの方が訪れました。
また、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
年消防クラブの皆さんによる阿波踊りや和太鼓
も披露され、大勢の見学者から大きな拍手をう
けた後、はしご車に取り付けたくす玉が割られ、
出初式のフィナーレを締めくくりました。

我ら消防音楽隊 比企広域消防音楽隊は、地域防災の一役を担う目的で、昭和48年に旧東松山
地区消防組合職員有志による音楽隊として設立され、平成４年に旧小川地区消防
組合との合併により比企広域消防音楽隊と改称し、現在隊長以下17名で活動して
います。
演奏活動は、消防関係の諸行事をはじめ、各地域の各種行事に積極的に出演させ
ていただき、音楽を通じて子供からお年寄りまで幅広い火災予防思想の普及を図
っております。設立35年の今年を契機とし、更に住民に愛される消防音楽隊を
目指し精進してまいります。演奏派遣等について詳細はお問い合わせください。

山火事の予防にご協力ください！
これから行楽シーズンを
迎え、ハイキングや山菜取
りなど、山林への出入りが
多くなる時期になりますが、
林野火災が発生しやすい季
節でもあります。
林野火災の原因は、たき火、
タバコ、火入れの不始末によるものが多く、また週末や
休日における発生が多くなっています。

・不用意にたき火や火入れはし
ない。
・たばこの吸殻は必ず消し、絶
対投げ捨てない。
・火遊びはしない。

林野火災の多くは人災であり、気をつければ防ぐことが
できる災害です。山火事防止のために、皆様のご協力を
お願いします。

消防団員を募集しています
地域に密着している消防
団は、地域防災の要として
各種災害から人命と財産を
守り続けてきた歴史があり、
地域住民から深い信頼を得
ております。
しかしながら、団員の高
齢化が年々進み、活動力の
低下が懸念されています。
そこで消防団では、地域
を愛し、防災意欲の強い
方々の入団を心からお待ち
しております。

★申し込み・問い合わせ先　　最寄の消防署、分署まで

・市町村内に在住し、または勤務する方
・年齢18歳以上の方（学生は除きます）
・身体強健な方

◆問合せ先◆　比企広域消防本部管理課　TEL 0493－23－2265

入団
資格
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斎場からのお知らせ

比企広域防災マップ完成

東松山斎場では、利用者によ
りご満足いただける斎場を目指
し、昨年７月から４ヶ月半にわ
たり、和室斎場１階の洋室化改
修工事を行い、バリアフリー化
を図りました。改修に伴い名称
も、第２葬祭場と改め、洋室の
通夜・葬祭場としてリニューアルいたしました。

比企広域では、住民の方々の防災意識の向上や実際に災
害が起こった場合の被害軽減に役立てていただくための防
災マップを作成いたしました。
各市町村の避難場所やＡＥＤの設置場所等を写真や説明
文と共に掲載した地図をインターネット上で見ることがで
きます。地図は拡大・縮小が可能となっているので、ご自
分の家の近くを表示し、印刷をすることも可能です。

また、地図とは別に災
害時の避難方法や避難の
ポイントなどイラストを
使って分かりやすく掲載
しています。
ぜひ、お役立てください。

◆問合せ先◆ 東松山斎場　TEL 0493－22－4279

最近では郵便局やコンビニでエクスパックの封筒を
購入させ、投函させるといった手口や給付の予定され
ている「定額給付金」の給付をよそおい、ATM（現金
自動預け払い機）を操作させ、現金を振り込ませる手
口が予想されるなどますます巧妙化しています。
もしそんな電話がかかってきても、まずは落ち着い

て家族に事実を確認してみましょう。それだけで大金
を騙しとられずにすむかもしれないのですから…。

会話の中でこれらの言葉がでたら、「もしか
したら、これって振り込め詐欺かも…」と疑
ってください。すぐにお金を渡したり、送っ
たりしてはいけません!!

その2『携帯を持ってＡＴＭへ』

東 松 山 警 察 署　TEL 0493－25－0110
小 川 警 察 署　TEL 0493－74－0110
西 入 間 警 察 署　TEL 049－284－0110
警察総合相談窓口 TEL ＃9110

少しでも「おかしいな…」と感じたらお近くの警察署へ

｢振り込め詐欺｣にご用心!!
ますます手口巧妙化！

刃渡り5.5cm以上の剣が所持禁止となります
－銃刀法が改正されました－

昨年、東京・秋葉原の無差別殺
傷事件などで凶器として使われ社
会問題となったダガーナイフなど
両刃の刃物について、今年１月５
日から刃渡り5.5cm以上の剣（ダ
ガーナイフなど左の図のような両
側に刃がついた刃物）は原則とし
て所持が禁止となりました。刃渡
り5.5cm以上の剣を所持している
方は、平成２１年７月４日までに最
寄の警察署に提出する措置をお願
いいたします。

あなたを騙す振り込め詐欺の
3大キーフレーズ

蜷その後に、お金を要求する電話がかかってきます
＜オレオレ詐欺です！＞

蜷ＡＴＭでお金が戻ってくることはありません
＜還付金詐欺です！＞

蜷エクスパックで現金の送金は
できません
＜振り込め詐欺です！＞

その1『携帯の番号が変わったよ』

その3『エクスパック
でお金を送って』

郵便局等で売られているボール
紙でできた専用封筒。
全国均一500円で配達可能。

◆問合せ先◆ 比企広域市町村圏組合振興業務係

自分のペースを大切に!!
花見や歓迎会など酒席が多い春は忘年会シーズンに次い
で急性アルコール中毒による救急要請が多くなっています。
短時間に大量に飲酒をすると代謝が追いつかず、血中の
アルコール濃度が急激に上昇。この影
響で脳がマヒし、意識障害や運動失
調、さらには生命の危険まで招きか
ねないのが急性アルコール中毒です。
自分の適量を知り、自分
のペースで飲むことが大
切。周囲も無理強いは
やめるなど、節度ある飲
酒を心がけましょう。

拡大

縮小



［ ］8

「埼玉青なす」は、普段目にする紫色のなすと味は大きく変
わりませんが、淡緑色で丸いきんちゃく型なのが特徴です。
昔は白なすとも呼ばれ、奈良漬け用に経済栽培され、みそ
汁や煮物用の食材として重宝されていましたが、特産地は
出来ず、農家の自家用として細々と栽培され続けてきました。
埼玉青なすを栽培しているのは町の栽培グループ「互

ご

笑
しょう

会
か い

」（会員数７名）に加入する農家。平成18年に「ふれあい
の里たまがわ」がオープ
ンするにあたり、何か目
玉になる野菜を売り出そ
うと考え、埼玉県東松山
農林振興センターに相談
したことから生産が始ま
りました。
最初はわずか苗70本で栽培を始めたものが、今では苗

1,200本を作付けできるようになり、更に栽培の安定して
きた昨年からは市場に出荷できるほどまでになりました。

普通のなすに比べてアクが少なく、
果肉がしまりしっかりとした食感は
煮物や炒め物、焼きなすなどに最適
です。
果重は200～300g位と大きめで、収
穫時期は７月中旬～10月上旬です。

昨夏にはなす嫌いの子ども達にも
食べてもらえるよう、栄養士を招
いて、パイやジャム、ゼリーを考
案し、試食会も開かれました。
「本当になすなの？美味しい！」
と、その味は好評なようです。

購入先　◇ふれあいの里たまがわ　TEL 0493－65－1171
◇木のむら物産館　　　　TEL 0493－65－0950

●問合せ先 ときがわ町産業観光課　TEL 0493－65－1521

ー編集後記ー

広報ひき 第31号　　平成21年3月31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

 

 

 

 

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32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21年4月30日（木）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
「ドクショノアキ
（読書の秋）」でした。
138通応募いただ
き、118通の正解
をいただきました。

◆当選者：高井典子様（東松山市） 林徹也様（東松山市） 大橋与志江様（東松山市）
上原和子様（東松山市） 杉田拓海様（嵐山町） 小松崎二郎様（嵐山町）
須田雅子様（小川町） 田島みつ子様（小川町）森田辰男様（川島町）、
森久江様（吉見町）

※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。

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） 

市町村別人口・世帯数 市町村別人口・世帯数 平成21年３月１日現在 

89,792 
 16,625 
 19,264 
 34,617 
 22,646 
 22,015 
 15,764 
 13,217 
 3,629 

 237,569

45,148 
 8,533 
 9,588 
 17,160 
 11,464 
 11,049 
 7,809 
 6,662 
 1,787 

 119,200

44,644 
 8,092 
 9,676 
 17,457 
 11,182 
 10,966 
 7,955 
 6,555 
 1,842 

 118,369

34,951 
 6,200 
 7,337 
 12,842 
 7,634 
 7,433 
 5,699 
 4,738 
 1,127 
 87,961

今回は市町村のニュース紹介コーナーにおいて「いちご」に関
する話題を多く取り上げましたが、いちごを数字でたとえると
「15」。15の次は16…、また15を反対にすると51…、ときたら
そう「イチロー」です。（かなり強引ですが…）この広報発行の頃
には終わっている野球の世界一を決める大会WBC。日本でそ
の姿を見ることのできない今、一次予選時には彼がバッターボ
ックスに入るとすさまじいほどのフラッシュの嵐。改めてその
人気、そして期待の高さを感じたものです。彼の大いなる活躍
により、嬉しい結果になる（なっている）ことを願いたいですね。

①アメリカ・オバマ大統領の合言葉
②相撲における伝統的なトレーニング　
③滑川町・谷津の里で栽培しているいちごの品種
④餅をつくのに必要なものは、杵と‥
⑥種類は伊勢、サクラ、クルマなど
⑦「ウィルスの感染拡大を…」おさえてと
めること

⑧首の後ろの部分
⑩神社や寺院で参拝者はこの箱に金銭を供えます
⑫ゴルフ界のホープ・石川遼選手と言えば
何王子？

⑭からかう、なぶること「‥する」
⑯美容や健康のための体操
⑱話の筋道が通っているさま「‥整然」

タテのカギ
①知っていると便利　豆…
③秘密にしていたことを話します　カミング…
⑤環境にやさしい取り組み　　
⑥医薬品の材料などに使われる液体を濃縮
したもの

⑦予見しがたい予算の不足に充てるための費用　
⑨自分で書いた脚本を自分で演じること
…自演

⑪欧米人は日本人より…立ちがハッキリし　
ていますよね　

⑬ドクターを和訳すると
⑮七色に画かれる弧
⑯落語などを見せるための興行小屋　
濂チューリップはこの科の植物です
澳いちばん最初に始めた人のこと
澣シェイクスピアといえば「おぉ～…～」

ヨコのカギ
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