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（東松山市）
ドームくん・のラビたん
（ときがわ町）

■比企の「ゆるキャラ」大集合 !!
比企を盛り上げている「ゆるキャラ」たち♪
地域のイベントなどで活躍中です！

比企広域消防本部「ひきまる」

－とぴっくす HIKI －
嵐山町観光ボランティアガイドのご案内
嵐山町では、町の魅力をより多くの方に知っていただけるよう、訪れる方々の案内役となる観光ボラ
ンティアガイドを養成し、平成25年４月に発足、現在５名のガイドで活動しています。
町には岩畳と槻川の清流・周囲の木々が織り成すみごとな景観が四季を通して人々を魅了してくれ
る嵐山渓谷をはじめとする豊かな自然に恵まれています。また、国指定史
跡である菅谷館跡や中世に活躍した武将ゆかりの史跡・伝承が残されてお
り、伝統文化にもあふれる街であることから、毎年県内外から多くの観光客が訪れています。
発足1年余りの嵐山町観光ボランティアガイド。経験は浅いですが皆、町を訪れる方々に
来てよかったと満足していただけるよう「おもてなし」の心を込めてご案内いたします。ガ
イドブックなどには載っていない生の情報や地元ならではの話が、ひと味違う旅の演出をし
てくれるかもしれません。どなたでもお気軽にご利用ください。
※ご利用には２週間前までに予約が必要です。詳しくはお問い合わせください。

地場産素材にこだわったお母さんの味
川島町「いちじくロールケーキ」
川島町では、お米、いちごに次ぐ第３の特産品で
ある｢いちじく」を使用したスイーツが好評です。ご
当地スイーツの開発を進める中で、地元主婦グルー
プのかわじま工房から
「いちじくロールケー
キ」が商品化されまし
た。「いちじくロール
ケーキ」は、川島産の
いちじくを丸ごと使っ
たジャムと地元で収穫されたコシヒカリ100％の米粉
を使用し､しっとりした米粉生地とつぶつぶしたジャム
の食感に、あま〜い「いちじく」の風味が漂うロール
ケーキです。
また､いちじくロールケー
キだけでなく｢いちじくジャ
ム｣も川島農産物直売所で
好評発売中。お立ち寄りの
際は、ぜひご賞味ください。

◆問合せ先◆ 川島農産物直売所 TEL049-297-0522
しもざと

◆問合せ先◆

嵐山町観光協会 TEL0493-81-4511

みんなで行こう！東秩父村ふるさと商工祭
毎年11月２日に行われている東秩父村の「ふるさと商工
祭｣。地元で採れた新鮮な農産物や村の特産物である「お
やき」の販売、手すき和紙の実演など今年もにぎやかに開
催されます。今回はコミュニティセ
ンター大ホールにて子どもたちが軽
快な音楽に合わせて踊る「キッズダ
ンス」の披露や会場内には子どもた
ちに大人気、飛んだり跳ねたり楽し
める「ふあふあトランポリン」など
の遊具を設置したりと、盛りだくさ
んのイベントやアトラクションをご
用意しています。
また、夜には会場近くの浄蓮寺の
御会式にて花火が打ち上げられ、晩
秋の夜空を彩ります。空気が澄むこ
の時期、夏の花火とは一味違う色と
迫力を堪能できます。紅葉の美しい
秋の終日を楽しみに、お誘いあわせ
のうえ、ご来場ください。
提供：東秩父写友会
○ふるさと商工祭
日時：11月２日(日) 午前10時～午後７時
場所：東秩父村コミュニティセンター＂やまなみ＂商工会館前

◆問合せ先◆ 東秩父村商工会 TEL0493-82-1315

あおやまいたびせいさくいせき

小川町「下里・青山板碑製作遺跡」国指定史跡へ
平成26年６月20日、国の文化審議会が文部科学大臣に対し、小川
下里・割谷地区から
町に所在する下里・青山板碑製作遺跡を国指定史跡にとの答申がな
出土した板碑未成品
されたことから、近々、国の史跡に指定される予定となりました。
同遺跡は鎌倉時代から戦国時代にかけて関東に広く流通した「武
蔵型板碑」の製作遺跡です。板碑は13世紀初めから16世紀末ま
でにつくられた石塔の一つで、小川町はこの板碑石材の有力な産 ○史跡指定記念講演会
日時：11月16日(日)
出地とみられております。町の下里地区で板碑未成品が平成13年
午前10時～
に採集されたことを機に調査を進め、発掘調査を実施した下里・
場所：リリックおがわ
割谷地区では、石材の採掘から板碑型の素材を製作するまでの工程が明らかになり
ました。また、同種の遺跡は下里・青山地域で他にも18か所確認されています。
○関連展示会
今回の国指定史跡を受け、町では記念事業として講演会や町立図書館で関連の展
日時：11月11日(火)～24日(月)
示会を開催する予定です。
午前10時～午後６時
場所：小川町立図書館
◆問合せ先◆ 小川町生涯学習課 TEL0493-72-1221
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−とぴっくす HIKI −
吉見町の秋のイベント
八丁湖ヒーリングナイト・ひゃくあな祭

ときがわ町の秋の味覚と楽しいイベント
「木のくにときがわまつり」

吉見町の八丁湖は、春の桜
とともに秋は美しい紅葉を眺
めながらの散策や写真撮影に
訪れる方でにぎわいます。
この八丁湖の紅葉をより多
くの方に楽しんでいただこう
と11月14日(金)から16日(日)の３日間にわたり「八丁湖
ヒーリングナイト」が開催され、紅葉をライトアップし
幻想的な光に包まれた癒しのひとときをお届けします。
また、14日(金)の県民の日には国指定史跡吉見百穴の入
場料を無料にし、百穴をもっと身近に感じてもらうための
イベント「げんき×100倍ひゃくあな祭」を開催します。
比企地域のご当地
キャラクターとの記念
撮影やミニ江ノ電乗車
体験、吉見産米を使用
したポン菓子の無料配
布、スタンプラリーな
ど、子どもたちが喜び、元気になる企画が盛りだくさん
で皆様のご来場をお待ちしています。
○八丁湖ヒーリングナイト
日時：11月14日(金)～16日(日) 午前10時～午後８時
※ライトアップは午後５時～午後８時

町の７割を山林が占め、県内でも名品と名高い「と
きがわ建具」を特産とするときがわ町では、木のぬく
もりを体感できる「木のくにときがわまつり」が11月
２日(日)にときがわ町体育センター(せせらぎホール)で
開催されます。
木くずを敷き詰めた
プールや積み木遊びは毎
年子どもに大人気。会場
内では産業祭、文化祭も
同時開催しており、文化
団体や地元小学生の作品
展示のほか、町内で採れ
た新鮮な農林産物などの販売も行われています。
販売される農林産物の中でも、ときがわ町の秋を代
表する味覚「原木きのこ」は、山から切り出した原木
をつかって、栽培した特産品。香りが強く、肉厚で食
べごたえがあり、噛むほどにきのこのうまみが口いっ
ぱいに広がって、美味しいと評判です。
秋の魅力満載の「木のくにときがわまつり」へ、ぜ ひ
お出かけください。
○木のくにときがわまつり
日時：11月２日(日)
午前９時～午後２時30分
(文化祭は10月31日(金)
～11月２日(日))

○げんき×100倍ひゃくあな祭
日時：11月14日(金) 午前10時～午後３時

◆問合せ先◆ ときがわ町産業観光課 TEL0493-65-1521

◆問合せ先◆ 吉見町地域振興課 TEL0493-54-5027

東松山市に新作スイーツ誕生！

滑川町産 「谷津田米」
大小200もの沼がある滑川町には、沼の水を使った米
作りが行われており、里山に包まれた冷たい沼水と、昼
夜の寒暖差を活かした栽培が盛んです。
その中でも谷津田で作る米は、滑川町特有の粘土質の
土壌との相乗効果によって、昔から大変おいしいお米と
評価されています。
滑川町の認定農業者が中心にな
り、食味の一定水準以上の保障
や農薬の使用に関する自主基準を
設けて､「おいしくて、安心・安
全」なお米をお届けする体制づく
りに取り組んでいます。
お米の一粒一粒においしさが
たっぷりと詰め込まれ、ふっくら
と炊きあがる滑川町の「谷津田
米」を、ぜひご賞味ください。
詳細については、滑川町産業振興課までお問い合わせ
ください。

東松山市内で栽培し
ている梨は幸水や豊
水、彩玉など種類が多
く、台地で育つため甘
みがあります。
年間を通して多くの
方に梨を味わっていた
だきたいとの願いから、梨の栽培のさかんな東平地区
で収穫された梨のピューレを使った「梨ゼリー」を開
発しました。
｢梨ゼリー」は梨のおいしさ
をギュッと詰め込んでいて、
口に入れた瞬間にさわやかで
深い甘みが口いっぱいに広が
ります。パッケージには市の
マスコットキャラクターの
｢まっくん｣「あゆみん｣が使
用されており、お土産として
もオススメの一品です。
「梨ゼリー」は、東松山農産物直売所で販売していま
す。お立ち寄りの際は、ぜひご賞味ください。

※10月３日(金) ラジオ放送FM NACK5「大野勢太郎
HYPER RADIO」の番組内にて谷津田米が取り上げら
れる予定です。

◆問合せ先◆

◆問合せ先◆ 滑川町産業振興課 TEL0493-56-6906

東松山市農政課

TEL0493-21-1400

［3］

建物の安全・安心に関する「表示制度」
この制度は、ホテル・旅館等からの申請に対して消防機関が審査
を行い、消防法令等の防火基準に適合している建物に「表示マーク」
を交付する制度です。
任意の制度になりますので、表示マークが掲出されていなくても
法令違反になることはありませんが、掲出されている建物は一定の
防火基準に適合しており、その情報を利用者に提供することを目的
としています。

< 対象となる建物 >

おっ！

利用者

< 表示マークの種類 >

３階建て以上で、収容人
員が 30 名以上のホテル、
旅館等 ( 複合用途の建物内
にホテル・旅館等がある場
合を含む｡ ) が対象。

表示マークには金・銀の２種類があります。
基準に適合した場合、最初は「表示マーク ( 銀 )」
( 有効期限１年間 ) が交付され、３年間継続して基
準に適合していると認められた場合には「表示マー
ク ( 金 )」( 有効期間３年間 ) が交付されます。

３年継続すると

※表示開始時期や対象となる建物は、消防機関により
異なる場合があるので、ホテルや旅館の所在地にあ
る消防機関にお問い合わせください。また、表示マー
クはホテルや旅館等のホームページでもご確認いた
だけます。

「救命入門コース」に参加しよう！
８月上旬に比企管内の消防署にて「救命入門
コース」を実施しました。「救命入門コース」は、
概ね 10 歳以上 ( 小学校高学年以上 ) の子どもか
ら受講でき、小学生にも応急手当の技術を習得
してもらい「命の尊さ」や「命の大切さ」を理
解してもらうことができます。
なお、12 月にも開
催を予定しておりま
すので、受講を希望
される方は下記問合
せ先までご連絡くだ
さい。

表示マーク（銀）

表示マーク（金）

◆問合せ先◆ 比企広域消防本部予防課 TEL0493-23-2268

中学生社会体験チャレンジ事業と
少年少女消防体験入隊が行われました
比企管内の中学２年生を対象と
した社会体験チャレンジ事業と小
学６年生を対象とした少年少女消
防体験入隊が７月に行われました。
チャレンジ事業ではロープを
使った高所での救助訓練、消火訓練などを行いました。
また、消防体験入隊には東松山
消防署・小川消防署で総勢 108
名が参加し、防火衣を着用して
の放水訓練や救急・救助訓練を
体験しました。

「救命入門コース」次回開催予定日
期日：12月20日(土)

期日：12月21日(日)

場所：小川消防署

場所：東松山消防署

定員：30名

定員：30名

小川消防署のはしご車を更新しました

今回更新したはしご車は、高所での
消防活動を容易にするために製作され
た車両で、はしごの屈折が可能です。
高さは約８〜９階くらいまで伸ばすこ
とができます。また、はしごの屈折部
分は低所 ( 地上から約６ｍ ) にも伸ば
せるため、水面や、がけ下などの水難
救助活動でも大きな力を発揮します。

※定員に達し次第、受付終了となりますのであらか
じめご了承ください。

◆問合せ先◆

東松山消防署 TEL0493-23-2269
小 川消防署 TEL0493-72-3565
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救急電話相談 「＃８０００」「＃７０００」
急な病気やケガに関して看護師の相談員がアドバイスしますので、
医療機関を受診するべきか迷ったときに電話相談ができます。

子

ど

も

大

◇電話番号

＃８０００( プッシュ回線、携帯電話から）

10/1 より
開始！
人

◇電話番号

＃７０００( プッシュ回線、携帯電話から）

０４８−８３３−７９１１

０４８−８２４−４１９９

( ダイヤル回線、公衆電話、IP 電話から )

( ダイヤル回線、公衆電話、IP 電話から )

◇相談時間
午後７時〜翌朝午前７時 ( 月曜日〜土曜日 )
午前９時〜翌朝午前７時
( 日曜日、祝日、年末年始 )

◇相談時間
午後６時 30 分〜午後 10 時 30 分 ( 毎日 )
( 医療機関案内は 24 時間対応 )

◇電話相談の流れ
①上記の電話番号をダイヤルする
②看護師が電話対応し、保護者からの相談に対す
る助言をする

◇電話相談の流れ
①上記の電話番号をダイヤルする
②音声ガイダンスが流れるので、病院を受診する
べきか相談する場合は「１」を、受診可能な医
療機関の案内を希望する場合は「２」をプッシュ
する

※この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバイスにより、相談者の判断の
参考にしていただくものですので、あらかじめご理解のうえ利用願います。

火災予防条例の一部を改正します！
平成25年８月に京都府福知山市で発生した花火大会での火災により、
多数の者の集合する屋外の催しについて平成26年10月１日から火災予防
条例が一部改正され、露店等を開設する場合には以下のことが義務付け
られます。

○露店等の開設届出書を作成！
露店等で火気使用器具等を使用する場合、消

○火災予防上必要な業務に関する計画の
作成・届出 ！ ( 罰則規定あり）

防署への届出が必要になります。

お祭り、花火大会、展示会等の多数の者の集
受

合する屋外での催しのうち、大規模なもの (※)

付

として消防長より指定を受けた催しが該当にな
ります。
※人出人数 11 万人を超える見込み、かつ、露店
等の数が 100 店舗を超える規模

○消火器の準備！

詳細につきましては、消防署へお問い合わせください。
東松山消防署指導係
小 川消防署指導係

調理用器具や発電機などの火気使

用器具等を使用する際には迅速な初
期消火のため、消火器を準備する必
要があります。

TEL 0493-23-2269
TEL 0493-72-3565

川島町については川越地区消防局へお問い合わせください。
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救急インフォメーション

運動中の事故にご注意を…

厳しい残暑も和らぎ、運動をするにはちょうどいい季節
になりました。新しいスポーツにチャレンジする人はもち
ろん、普段から趣味として運動を続けている人もいるので
はないでしょうか。
しかし、健康のための運動ですが注意を怠ると大きなケ
ガなどにつながることもありますので、注意しましょう。

運動実施時のけがの事例

・準備運動を十分にせずにジョギングをしていた際、足首
を捻挫した
・水分補給をしなかったため、運動中に脱水症状になった

運動による事故を防ぐには…
・準備運動やストレッチは入念に行う！
・体調や環境に応じて休息や水分補給を
行う！
・運動する時の服装は軽装とし、吸湿性
や通気性のよい素材にしましょう！

運動した後は…
ストレッチなどの体操や軽いジョ
ギングやウォーキングをすることに
よって、疲労を軽減する効果があり
ますので、整理運動も忘れずに行い
ましょう。
スポーツの秋ではありますが、あまり
無理をせず、秋のそよ風を楽しみながら
体を動かしましょう!!

タテのカギ

※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。

①相手のしてくれたことにこたえて、
何かをすること。
④決められた座り場所。
⑥ 一つの国が領有する土地。
⑦商品の価値をお金で表したもの。
⑧仕事などを他人にまかせること。
⑨保育所・児童養護施設などの児童
福祉施設で、保護者に代わって子
どもの保育をする人のこと。
⑪部屋に入るときに開ける扉のこと。
⑬お昼に食べる食事。
⑮指を折り曲げ、握った状態の手
のこと。
⑰感情や思想が、音声または文字
によって表現されたもの。
⑲植物において葉や花を支える部分。
⑳雷が落ちること。

石川文子様（東松山市）、三浦豊様（東松山市）、藤井律子様（東松山市）、猪鼻喜精様（滑川町）、高見澤佐智子様（嵐山町）
内田つな様（嵐山町）、岡本久子様（小川町）、堀口政明様（川島町）、小和瀬康子様（ときがわ町）、吉田祐子様（東秩父村）

◆◇◆

編集後記

◆◇◆

暑かった夏も終息を迎え、秋の足音とともに行楽シーズ
ンの到来を感じさせる季節となりました。天気もいいので
電車に乗って出かけていたある日、とある駅のホームを歩
いていると、頭の上にドサッと生暖かいものを感じ、おそ
るおそる髪の毛を触ったところ、手に黒いザラザラしたも
のが・・・。なんと､「鳥のフン」でした。鳥のフンが頭に
当たるのはすごい確率だと思い、インターネットで調べて
みると幸運を知らせる前兆とも書いてあったので、さっそ
く宝くじ売り場に行ってスクラッチを購入。ワクワクしな
がら削ってみたら、見事に・・・ハズレ。人生そんなにう
まくいかないか、って思う今日この頃。皆さんも頭上には
ご注意ください・・・｡ Ⓜ

広報ひ き

ヨコのカギ

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43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26年10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

前回の答えは
｢ソチオリンピック｣
でした。
260通応募いただき、
257通の正解をいただき
ました。
◆当選者

①神につかえる職業の女性。
②物事がはっきりと定まること。
③平成、昭和、大正、明治。その前は？
④医師の判断や治療法が適切か、患者が別の医師
の第２の意見を求めること。
○○○○オピニオン。
⑤ 50 円玉の表面に、この花が描かれています。
⑦はさみと甲羅をもち、主に横歩きをする生き物。
⑧無言のうちに言葉が通じ合うこと。○○○伝心。
⑨主にビジネス（職場）において使われるホウ・
レン・ソウ。「○○○○、連絡、相談」
⑩一日一日を過ごしていくこと。
「都会での○○○
に慣れる」
⑫犯罪の行われた時に、現場以外の場所にいたと
いう証明。
⑭決められた時間に遅れること。
⑯刀や銃などの、敵を攻撃したり自分を守ったり
するための兵器。
⑱ネコ科の哺乳類で、ライオンと並ぶ大形の猛獣。

第42号

市町村別人口・世帯数
市 町 村 名 人口 ( 人 ) 総数
東松山市
89,278
滑 川 町
17,723
嵐 山 町
18,268
小 川 町
32,395
川 島 町
21,323
吉 見 町
20,504
ときがわ町
12,126
東秩父村
3,153
合
計
214,770

平成 26 年９月１日現在

男
44,777
9,054
9,073
16,036
10,874
10,296
6,075
1,587
107,772

女
世帯数（世帯）
44,501
36,964
8,669
6,818
9,195
7,511
16,359
13,004
10,449
7,839
10,208
7,592
6,051
4,713
1,566
1,100
106,998
85,541
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