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東松山市で行われた防災訓練において
近隣で協力し合っての救護訓練も行われました。

■もしも…の時には協力を！
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- とぴっくす HIKI -- とぴっくす HIKI -
秋の味覚狩りで楽しむ１日
　　大附みかん山、いこいの里大附

「引き出しの中のラブレター」- リリック映画祭 -

環境みらいフェア＆ふれあいのつどい同日開催

秋の嵐山渓谷　夢もみじ

　ときがわ町大附地区の「大附みかん山」では、弓立
山のなだらかな南斜面に約１０軒のみかん園が点在し、
太陽の光をたっぷり浴びた甘くてコクのある温州みか
んを始め、甘みと酸味のバランスがよく小粒でかわい
い「福みかん」、ゆずなどのかんきつ類が実ります。都

心からわずか６０分
とアクセスもよく、
毎年１０月中旬から
１２月下旬の収穫時
期には、みかん狩り
を楽しむ多くの観光
客で賑わいます。

　リリックおがわでは、住
民の皆さんに愉しんでいた
だける映画祭を定期的に開
催しています。今回、上映
するのは常盤貴子、八千草
薫、仲代達也ら多彩なキャ
ストで描く感動作「引き出
しの中のラブレター」。
　誰もが伝えたくても伝え
られなかった大切な想いを
心の中にしまっているは
ず…そんなせつない想いを
手紙で伝え、踏み出せなかった一歩を踏み出していく
人々を描いた群像劇。このメール時代に手紙の温かさ
を改めて感じられる作品です。ぜひ足をお運びください。

　東松山市では環境にやさしいまちづくりを目指して
「環境みらいフェア～こころを一つに力をあわせて
希望の“みらい”へ～」を開催します。
　市民、事業者、行政の協働により、環境をはじめ、
エネルギー問題や農業、地域活性化などをテーマにさ
まざまな催しを行い、持続可能な環境の「みらい」を
考えます。会場では環境団体の活動紹介やパネルの展
示、環境にやさしい物品や市内で生産した農産物の販
売、リサイクルフリーマーケットなど環境に関する各
種イベントが多数行われます。
　また、同日には東日本大震災の復興を応援するため
の福祉イベント「ふれあいのつどい～こころを一つに
力をあわせて　“いま”できること～」を行い、環境
と福祉を復興支援のキーワードでつなぎます。被災地
の特産品販売や名物グルメの出店や市内各種サークル
による演奏会など数多くの催しが予定されています。

　桜・新緑・紅葉と四季の彩り豊な嵐山渓谷。槻川の
清流と岩畳、周囲の木々などの自然が美しい景観を織
りなしています。
　11 月中旬から 12 月上旬にかけての嵐山渓谷は、そ
の周囲を紅く染めたもみじの葉に包まれ、その色づい
た姿が渓流の水面に映りこむ風景は、本当に「京都嵐
山」にいるかのように感じられるほどです。また、渓
谷沿いの散策路にある展望台からも紅葉に染まる渓谷
を見下ろすことができ、その景色も絶景です。美しい
自然美の中へ、ぜひ癒されにおでかけください。

　同地区にはそば打ち体験や、地元のそば打ち名人が
打ったそばを味わうことのできる「いこいの里大附（そ
ば道場）」や、関東平野に
東京スカイツリーを見下
ろすことができる眺望ポ
イントもあり、秋のとき
がわを満喫できる観光ス
ポットです。　

◆問合せ先◆   

◆問合せ先◆   

◆問合せ先◆   ◆問合せ先◆   

　●みかん狩り
　　ときがわ町役場産業観光課　TEL 0493-65-1521( 代 )
　●いこいの里大附　TEL 0493-65-0322
　　営業時間 10:00 ～ 14:00　※第 3 火曜日定休

　リリックおがわ ( 小川町民会館 )　TEL 0493-73-2711
※駐車場もございますが、なるべく公共交通機関をご利用ください。

※嵐山渓谷へ車でお越しの際は、嵐山渓谷バーベ
キュー場駐車場をご利用ください。（無料期間あり）

日時：１２月４日（日）午後２時～（開場３０分前）
定員：６００人（全席自由）

※入場無料　ただし、整理券が必要です。
　11月 4日 ( 金 ) より配布

ふれあいのつどい
日時：１０月８日（土）午前 9 時３０分～午後１時
会場：松山市民活動センター

環境みらいフェア　
日時：１０月８日（土）午前１０時～午後１時３０分
会場：東松山市民文化センター

嵐山町企業支援課 TEL 0493-62-0720東松山市環境保全課　TEL 0493-21-1401
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- とぴっくす HIKI -- とぴっくす HIKI -

「かわべえ」がつぶやきます
　　　　川島町公式ツイッターがスタート

イメージキャラクター誕生
　　　　「滑川まつり」時にお披露目

伝統を受け継ぐ「獅子舞」・「神楽」

Ｂ級グルメ「吉見あぶら味噌」

　町の一大イベントとして滑川町の総合運動公園を主会
場に「滑川まつり」が今年も 11 月 3 日に開催されます。
　当日は春日めぐみ歌謡ショーや地元中学・高校の吹
奏楽部による合同演奏会が行われ会場を盛り上げま
す。出店コーナーには、各種団体によるバザーや加工
品の販売、地元農家でこの秋とれたお米や野菜、くだ
ものの即売会なども行われます。
　また今年は、町の観光イメージアップを図るため、
親しみやすいイメージキャラクターに応募いただいた
約 280 点もの中から最優秀賞に選ばれたイメージキャ
ラクターのお披露目も予定されています。
　どんな愛らしいキャラクターが誕生するのか、今か
ら楽しみです。

　川島町では、町で行われるイベントなどの情報を広
く住民の方々に知っていただくために、ツイッター

（Twitter）を利用しての情報提供を始めました。
　昨年、町のイメージキャラクターとして誕生した

「かわべえ」が川島町に関する情報をリアルタイムに
「つぶやきます」。いち早く町の情報を入手し、、気軽
にコミュニケーションをとることができるこのツイッ
ター。今後のかわべえの「つぶやき」に注目です。

　毎年、秋が深まる１１月上旬に、東秩父村の各地で、伝統
的な行事である「獅子舞」や「神楽」が地域の神社の大祭に
奉納されます。
　この伝統行事は、古いものでは約５００年も前から続いて
いるものもあり、村指定無形民俗文化財に指定されています。
お祭りの起源は、それぞれ異なりますが、１年の無病息災や
五穀豊穣を祈願するものと言われています。獅子やひょっと
こが笛や太鼓の音に合わせ、生き生きと躍動感にあふれた舞
を見せてくれ、伝統文化が現代にしっかりと受け継がれてい
ることが感じられます。
　また、各伝統行事は、写真愛好家たちにとって絶好の被写
体となっていることから、当日は多くのカメラマンも訪れま
す。ぜひ、愛用のカメラを持って、おでかけください。

※ ツイッターとは
　「ツイート」と呼ばれる 140
文字以内の「つぶやき」を投
稿することで、つぶやいた人
とそれを聞いた人をつなげる
コミュニケーションサービス
のこと　

　昨今注目を集めているＢ級グルメ。吉見町でも昨年一般公募により５３品
目の応募をいただいた中から「あぶら味噌丼」が、Ｂ級グルメの最優秀グル
メ賞に決定しました。
　７月に道の駅いちごの里よしみで行われた、東日本復興支援ナイトバザー
ル時に、あぶら味噌丼のお披露目会として試食及び販売を行ったのを皮切り
に、町内の取り扱い飲食店２１店舗で、あぶら味噌丼を軸に、あぶら味噌餃子・
焼きそば、おやき・つけ麺・つけうどん・ナンドッグ・ピザ・ドレッシングを「吉
見あぶら味噌」として、召し上がっていただけるようになりました。
　この「あぶら味噌」は、なす、 玉ねぎ、にんじん、ピーマンなどの旬の野菜
を豚バラ肉と一緒に油で炒め、手作り味噌と砂糖で味付けをしたもので、農
家で昔から食べられています。味噌、豚肉、野菜にはビタミンＢ群が多く含
まれて代謝機能の働きを高め、疲労回復にはとても効果的です。是非、お召
し上がりください。

◆問合せ先◆   

◆問合せ先◆   

◆問合せ先◆   

◆問合せ先◆   　川島町政策推進課　TEL 049-299-1751

　東秩父村産業建設課　TEL 0493-82-1223

吉見町政策財政課　TEL 0493-54-5027

アカウント　kawajima_kawabe
川島町 HP
   http://www.town.kawajima.saitama.jp/kouhou/twitter.htm

※日程については、変更になる場合もあります。
　詳しくは、お問い合せください。

- 日程 -　
11 月 3 日　神代里神楽 ･ 萩平の獅子舞 ･ 朝日根の獅子舞
11 月 6 日　浅間神社の獅子舞　

滑川町産業振興課　TEL 0493-56-6906



［  4  ］

その後の行動

避難の時必要なものを、両手が使える
リュックサックなどにまとめて、目の
つきやすい所に置いておきましょう。

地震時の行動について「地震 その時１０のポイント」
にまとめました。家族みんなで地震時の行動をしっか
り理解し備えましょう。

●正しい情報 確かな行動 
ラジオやテレビ、消防署、
行政などから正しい情報
を得る。

●確かめ合おう わが家
　の安全隣りの安否 
わが家の安全を確認後、
近隣の安否を確認する

●協力し合って 救出・救護 
倒壊家屋や転倒家具な
どの下敷きになった人
を近隣で協力し、救出・
救護する。

●避難の前に安全確認
電気・ガス 避難が必要な時には、ブ
レーカーを切り、ガスの元栓を締めて
避難する。

□ 飲料水

□ 携帯ラジオ

□ 衣類

□ 履物

□ 食料品

□ マッチやライター

□ 貴重品

□ 懐中電灯

□ 救急セット

□ 筆記用具

□ 雨具（防寒）

□ チリ紙

家具やテレビ、パソコンなどを固定し、
転倒や落下防止措置をしておきましょ
う。けがの防止や避難に支障のないよう
な家具の配置をしましょう。また、就寝中の地震発生に
備えて寝室の家具は、優先的に転倒防止対策を実施しま
しょう。重いものは、下に収納することで家具の重心が
低くなり転倒しにくくなります。

発生時！の行動 直後の行動

家具類の転倒・落下防止
をしておきましょう！！

3月 11日 14時 46分ころ、
東北地方を中心とする東日本の広い範囲を襲った「東日本大震災」。

私たちの住む比企地域でも最大震度５強という
これまでに経験したことのない大きな揺れを観測し、
この地震に伴う救助、救急事案も発生しました。

　またいつ来るとも限らない大地震。
私たちができることは、被害を最小限にくいとめられるよう

一人ひとりが地震に備えることです。
「いつか準備」ではなく、「今、準備」しておくことが大切です。

●グラッときた　
ら身の安全 
地震の時は、まず
テーブルなどの下
で 頭 や 体 を 守 り、
揺れがおさまるま
で様子をみる。

●落ちついて火の元確認 　
　初期消火 
火を使っている時は、揺れが
おさまってから、あわてずに
火の始末をする。出火した時
は、落ちついて消火する。
●あわてた行動はけがのもと 
屋内で転倒・落下した家具類
やガラスの破片などに注意する。
●窓や戸を開け出口を確保 
揺れがおさまった時に、避難
できるよう出口を確保する。
●落下物あわてて外に飛び出　
さない 
瓦、窓ガラス、看板などが落ち
てくるので注意する。
●門や塀には近寄らない 
屋外で揺れを感じたら、ブロッ
ク塀などには、近寄らない。

3 月 11 日 14 時 46 分ころ、
東北地方を中心とする東日本の広い範囲を襲った「東日本大震災」。

私たちの住む比企地域でも最大震度５強という
これまでに経験したことのない大きな揺れを観測し、

この地震に伴う救助、救急事案も発生しました。
　またいつ来るとも限らない大地震。

私たちができることは、被害を最小限にくいとめられるよう
一人ひとりが地震に備えることです。

「いつか準備」ではなく、「今、準備」しておくことが大切です。

非常用品を備え
ておきましょう。

ガタ
ガタ…ガタ 地震だぁ
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設置してください！

住宅用火災警報器の設置義
務化を契機として不適正な
訪問販売を行う業者には、
十分ご注意ください。

住宅の寝室や階段などへの火災警報器の設置が、平成 20 年

6月 1日からすべての住宅に義務付けられています。

火災警報器は、消火器などとともにホームセンターなどでも取り
扱っています。なお , 火災警報器の品質を保証するものに、日本
消防検定協会の鑑定があります。
火災警報器購入の目安として、ＮＳマークがついているものを選
びましょう。

○火災警報器の基本的な取り付け場所は、少なくとも寝室と寝室が 2
階などの場合、階段にも設置が必要となります。

○台所や居間については、設置義務はありませんが、取り付けをお
すすめします。

比企広域消防本部では東日本大震災後、緊
急消防援助隊として岩手県陸前高田市と福
島県本宮市へ 14 隊のべ 42 名の職員派遣
を行いました。

取り付ける場所は・・・

火災警報器の購入先

緊急消防援助隊を派遣

□住宅用火災警報器相談室  0120-565-911【フリーダイヤル】
　受付時間は月曜から金曜までの午前 9 時から午後 5 時まで（土・日及び祝祭日は休み）
□比企広域消防本部予防課  TEL0493-23-2268
　※比企広域消防 HP にも詳しく掲載されています　http://www.hiki-saitama.jp/119

子供部屋（寝室）
煙　式

台　所
煙式または熟式

階　段
煙　式

主寝室
煙　式

居　室
煙　式

悪質な
訪問販売に
ご注意！

火災警報器は、
あなたとあなたの
大切な人の命を
守ります。
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秋の行楽シーズン
スズメバチにご用心！
　秋の行楽シーズンを迎え、毎年スズメバチに刺される被害
が発生したというニュースを耳にします。特に９～１１月に
かけては、スズメバチが攻撃的になる時期と重なるため、刺
症事故の多発が懸念されます。ハイキングや登山などに出か
ける人は、スズメバチの習性をよく理解し行動することで、
刺症事故を未然に防ぎましょう。
　スズメバチに刺されると、局所症状と全身症状として現わ
れます。局所症状では赤く熱をもって腫れや痛みを伴います。
激痛が走り、数分後には刺された部分が熱をもちはじめ、時
間の経過とともに腫れ上がり、広範囲に拡がります。全身症
状では呼吸困難・腹痛・吐き気・じんましんなどが発生し非
常に危険な状態となります。
　また、アレルギー体質の人は「アナフィラキシーショック」
を引き起こし、ショック症状による血圧低下で意識を失いそ
のまま放置すると死亡する場合もあります。

　上記、救急インフォメーションでも取り上げたようにこの時期になる

と毎年スズメバチに襲われたという報道を目にします。私もスズメバチ

ではありませんが、小学生の頃、目の上と胸を 4 箇所刺された経験があ

ります。そんなことから当時は「ハチ」に対する敵対心が非常に強く、

近所にあったスズメバチの巣を“やっつけたい”と思っていたのです。

手のひらサイズの石を巣にめがけて投じたところ中心部に見事的中！

　「ヨッシャー！」と思った瞬間、2 匹の兵隊が猛然と私に向って飛んで

きます。（当たり前か…）記録を測ったらきっとスゴいタイムがでたであ

ろう超・猛ダッシュでなんとか逃げ切ることができましたが、今思い返

してもゾッとする恐ろしい経験。皆さん絶対にマネをしないように…。

前回の答えは
「バレンタインデー」でした。
２５４通応募いただき、２４８
通の正解をいただきました。

※大文字と小文字（ヨとョなど）は同じものとして解いてください。

◆当選者　北村清様（東松山市）　長谷部夏美様（東松山市）　富田政子様（東松山市）　大山光一様（東松山市）　鈴木容子様（嵐山町）　吉田章様（嵐山町）
　　　　　田端美智子様（小川町）、原田敏子様（川島町）　高橋幸子様（吉見町）　小島さわ子様（ときがわ町）　

タテのカギ
①足の裏の一番後側の部分
②牛、豚、鳥…　
③災害時、頭を保護する防具
④約 1600 ｍの距離を表す単位　　
⑥学校の活動が終わった後の時間
⑧はかなく消えやすいもののたとえ
⑩「巨大な」を意味したり、ＰＣの容量を

表わしたりもしてます 
⑫卓球やバスケットボールなど屋内での

スポーツ
⑬冬場はこれのおかげで窓がビッショリ
⑭酔っ払ってなんていません
⑮社交ダンスの一種　サザン♪の歌詞の

中にもでてきます

ヨコのカギ
②要求　こたえたり、多様化したり…
⑤中国北部の呼称　　
⑦果肉が緑や黄色でゴマ粒にような種が

いっぱいのフルーツ　　　  　　
⑨砂糖やクリーム　この成分が高いです

よね　　　  
⑩精神力を鍛えましょう　○○○○ト

レーニング　　  
⑪ゴッホやダヴィンチ、ルノアール…
⑬日光市にある有名な滝　 　　　 
⑭物事が成り立つ土台　料理では味付け  

の元    
⑯プロ野球・中日ドラゴンズのマスコッ

トキャラクター　 
⑰世界一面積の大きな国
⑱散らかり放題　足の何もない？

スズメバチに刺されないための対策！
１. 巣を見つけた時にはむやみに近づかない。
２. 臭いの強い化粧品・香水は蜂を刺激するので注

意する。
３. 黒い色に対して攻撃性が強くなるので、身につ

けるものは黒い色のものを避け、肌を露出しない。
４. 蜂が近づいてきたら頭を隠すようにし、低い姿

勢で静かにその場を離れる。
５. 蜂の攻撃を受けた時は、手やタオルなどで急激

に払うと、余計に蜂を刺激することになり危険。

もし…刺された時には！
１. できるだけ速やかに、手で絞り出すか市販の吸

引器具を使って毒液を吸いだす。
２. 刺された部 を氷や冷水でとにかく冷やす。
３. 針が残っている場合は、ピンセットなどで慎重

に抜く、または横に払って落とす。
４. 抗ヒスタミン軟膏か副腎皮質ホルモン軟膏など

を塗る。
５. ショック症状や痛み、腫れがひどいときは、一

刻も早く病院へ。
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- 編集後記 - 市町村別人口・世帯数  平成 23 年 9 月 1 日現在

市町村名 人口（人）総数 男 女 世帯数（世帯）

東松山市 89,766 45,142 44,624 35,966
滑 川 町 17,167 8,774 8,393 6,540
嵐 山 町 18,699 9,303 9,396 7,414
小 川 町 33,819 16,711 17,108 13,016
川 島 町 22,141 11,207 10,934 7,854
吉 見 町 21,357 10,691 10,666 7,526
と き が わ 町 12,767 6,431 6,336 4,759
東秩父村 3,394 1,682 1,712 1,116
合 計 219,110 109,941 109,169 84,191

ブレイくろすわーどタイムブレイくろすわーどタイム

A B C D E F G H
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 37 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 23 年 10 月 31 日 ( 月）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
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