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■｢細川紙｣が県内初のユネスコ
無形文化遺産に登録決定
てすき

平成26年11月27日､「和紙 日本の手漉和紙
技術｣としてユネスコ無形文化遺産に登録され
ました。

－とぴっくす HIKI －
森林公園にて「お花見フェスタ」開催！

○お花見フェスタ
日時：３月１日(土)〜４月12日(日)
9:30〜17:00
場所：国営武蔵丘陵森林公園

滑川町の国営武蔵丘陵森林公園では、３月上旬まで見頃
を迎える梅に続き、３月下旬から４月上旬にはツバキや桜
の開花に併せてイベントが開催されます。普段は非公開に
なっているバックヤードの「ツバキ園」が３月21日から期間限定で特別公開
され、江戸椿をはじめとする400種類以上のツバキコレクションを楽しむこ
とができます。また、お花見コンサートや自然観察会、ガイドツアーなど早
春を感じる盛りだくさんのイベントをご用意しています。
ポカポカ陽気の中、早春に咲く花の移ろいを楽しみに、ぜひお越しください。

◆問合せ先◆ 国営武蔵丘陵森林公園 管理センター TEL0493-57-2111

恋のパワースポット！
桜のライトアップで愛を育みませんか？

香り吉（よし）、食べて吉（よし）、贈って吉（よし）
よしみっつの「吉見いちご」を召し上がれ！
県内有数のいちご
の産地である吉見町
で は、 町 内 ５ か 所 の
農園でいちご狩りが
楽しめます。“自分の
手でとった新鮮な完
熟いちごをその場で
食 べ ら れ る“ も ぎ た
てのいちごの味は甘
みも香りも格別です。
また、「道の駅いちご
の里よしみ」農産物直売所の朝の採れたてのいちご
も好評 で 、 週 末 に な る と 開 店 前 に も か か わ ら ず 長 蛇
の 列 が で き、 あっという間に売り切れるほどの人気
です。
その他にも町内には直接購入可能ないちご農家が約90
つう
軒ありますので、いちご通を目指すなら町中を巡ってお
気に入りのいちご農家を探してみるのも楽しいのではな
いでしょうか。
５月頃まで「吉見いちご」を味わうことができます
ので、家族や友人をお誘いあわせのうえ、ぜひお出かけ
ください。

◆問合せ先◆ 吉見町地域振興課 TEL0493-54-5027

予約で楽々バーベキュー！

東松山市の上沼（男沼）と下沼（女沼）では、園内を
囲む桜の開花期間中にライトアップが行われ、夜桜見物
を楽しむことができます。この時期に併せて４月４日
（土）
、５日 ( 日 ) の２日間にわたり２つの公園を結ぶ路
地に、1,500 基の灯ろうがやさしく灯される「東松山夢
灯路」が開催されます。灯ろうの明かりに照らされ、水
面に映る桜が幻想的な雰囲気を醸し出す中、灯路を巡り、
男沼の松山神社と女沼の弁天様を参拝すると、二人の夢
や恋の想いが叶うといわれています。
満開の桜の下で行われる同イベントでは、模擬店が多
数出店し、和太鼓の演奏、フォーク・ジャズのコンサー
トなどたくさんの
企画が予定されて
います。
暖かい春風に舞
う桜の花明かりの
灯路を、散策してみ
てはいかがですか。
○東松山夢灯路
日時：４月４日(土)､５日(日) 灯路点灯 17:00〜21:00(雨天中止）
※桜のライトアップは18:00〜21:30
模擬店、コンサートは15:00〜

◆問合せ先◆ 東松山市商工観光課 TEL0493-21-1427
東松山市観光協会

TEL0493-23-3344

ときがわ町「川の広場バーベキュー場」

｢川の広場バーベキュー場｣は、都幾川と雀川が合流する河
川敷にある絶好のバーベキュースポットです。町の特産品な
どを販売する「ふれあいの里たまがわ」が運営しているの
で、地元で採れた新鮮な野菜を調達できます。場内には、水
道・水洗トイレ（赤ちゃんベッド・チェアー付）があり、
バーベキューのゴミも回収いたしますので、安心・快適にお
楽しみいただけます。
また、予約をすれば、バーベキュー場内まで自動車の乗り
入れも可能です。暑い日ざしの中でも、荷物運びや場所取り
の心配もなく、思う存分バーベキューを満喫できます。
清流・緑鮮やかな芝生・木陰がある
「川の広場」
で、家族・友
達・仲間と一緒にバーベキューを楽しんでみてはいかがですか｡
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○ときがわ町 川の広場バーベキュー場
場所：ときがわ町大字玉川4439番地５付近(河川区域)
時間：9:00〜17:00

◆問合せ先◆ ふれあいの里たまがわ TEL0493-65-1171

－とぴっくす HIKI －
「細川紙」の紙漉技術、ユネスコ無形文化遺産に登録へ
かみすき

平成26年11月27日、国の重要無形文化財指定の紙漉技術「細
川紙」(小川町・東秩父村)が、フランスのパリで開催された第９
て す き
回政府間委員会において､「和紙：日本の手 漉和紙技術」として
ユネスコ(国連教育科学文化機関)無形文化遺産に登録されました。
細川紙は江戸時代、紀州高野山麓の細川村で漉かれていた細川
奉書紙の製作技術が小川町周辺に伝えられたものと言われていま
す。この頃から、この地域の紙漉きが産業として栄えるように
なったようです。その背景には紙の需要の増大と大消費地の江戸
に近いという地理的条件により経済、流通上の利点があったと考
えられます。
同紙は強靭で毛羽立ちにくく、商家の帳簿などの記録用紙とし
て使われ、現在では便せんや古文書補修用紙、壁紙や障子のほ
か、照明などのインテリアとしても利用されています。
②

〜 細川紙ができるまで 〜
①煮る

( 草木灰、ソーダ灰などで煮る )

③ほぐす

( 手打ちで繊維をほぐし、機械

④紙を漉く

( 舟と呼ばれる桶に、溶かした繊

さら

②晒す
④

①

( 流水にさらし､ 白皮を取り出す )

③

で細かくする )
維とトロロアオイの粘液を入れ、
す桁を使って紙漉きを行う )

⑤

⑥ ⑤脱水＆乾燥 ( す桁から紙をはがして絞り､ 板
に張り付けて天日干しにした後､

⑥完成

細川紙のユネスコ無形文化遺産への登録を機に､
手漉き和紙の体験ができる各施設では来場者が急
増しています。小川町にある埼玉伝統工芸会館や
和紙体験学習センターでは、和紙作りの体験や実
演公開を行っています。また、東秩父村の和紙の
里では村周辺の草花を採取し、オリジナルの葉書
やミニタペストリー作成
の体験ができます。
日本の古き良き文化と
して継承されている手漉
き和紙の体験に、ぜひお
越しください。

◆問合せ先◆

小川町産業観光課
東秩父村産業建設課

乾燥させる )

入間川の堤防を100本の桜が彩る

「かわじま桜づつみ」

TEL0493-72-1221
TEL0493-82-1223

嵐山町マスコットキャラクター

むさし嵐丸グッズに新商品が誕生！

見頃：３月下旬〜４月上旬
(開花状況は川島町ホームページでご確認ください）
場所：川島町大字曲師370(環境センター南西)
※臨時駐車場あり

嵐山町では、マスコット
キャラクター「むさし嵐丸」
が 町 の PR 活 動 に 活 躍 中 で
す。むさし嵐丸は、嵐山町
の自然の象徴として頭には
かぶと
国蝶オオムラサキの兜 帽子
をかぶり、胸には嵐山町の
「嵐」の文字を入れて、歴史から武士の姿を取り入れた
デザインのキャラクターです。
グッズとして、ぬいぐるみやストラップなどを販売
していますが、今回新たに「ぷにぷにマスコット」が
商品化されました。手のひらサイズで「ぷにっ」とや
わらかい触り心地に癒されます。バッグや財布にキー
ホルダーとして付けられるほか、遠方へ訪れる際の手
土産やプレゼントにもご活用いただけます。
嵐山町観光協会 ( ふれ
あい交流センター２Ｆ )、
嵐山町役場などにて販売
中 で す。 ぜ ひ 一 度、
「ぷ
にぷに」したやわらかさ
を手に取って実感してみ
てください。

◆問合せ先◆ 川島町まち整備課 TEL049-299-1763

◆問合せ先◆ 嵐山町観光協会 TEL0493-81-4511

川島町の曲師地区
では、３月下旬から
４月上旬にかけて入
間川堤防上の「桜づ
つみ」が見頃を迎え
ます。この桜は約 20
年前、堤防強化と町
のシンボル的公園となるようにと植えられたものです。
植栽した桜も成長し、今では約 400 ｍの桜並木となり、
町でも有数の桜の名所として写真撮影などには絶好の場
所です。
また、同時期に土手には菜の花も咲き、一面が黄色い
じゅうたんを敷き詰めたかのよ
うに広がり、幻想的な景色を味
わうことができます。川島の桜
と菜の花のコラボレーションを
眺めながら、癒しのひとときを
過ごしてみてはいかがですか。
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「消防団協力事業所表示証」の交付式が行われました
平成26年９月12日に比企広域市町村圏組合の消防団協力事
業所として初めて、埼玉中央農業協同組合が認定されました。
｢消防団協力事業所表示制度」とは、総務省消防庁が平成18年
度から発足させたもので、勤務時間中の消防団活動への便宜や
従業員の入団促進など、事業所としての消防団への協力が社会
貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、
地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です｡
埼玉中央農業協同組合の組合長である利根川洋治さん(写真
中央)は認定に際し、「地域に密着した事業を行うJAだからこ
そ、職員には日頃から地域の様々な活動に積極的に参加する
よう話しています。今後も、消防団への入団を促進するとと
もに、JAとしても地域の防火・防災協力に取り組んでいきた
いと考えています｡」とのことでした。
なお、消防団協力事業所表示証は埼玉中央農業協同組合の
本店入口に掲示されています。
＜表示証交付までの流れ＞

②申請・推薦
①

よし、私の事業所も
消防団活動への協力
を通じて、社会貢献
しよう！

③認定書の交付

あの事業所は、
認定を受けると
消防団協力事業所
比 企 広 域 消 防 本 部 ホ ー ム として、社会貢献
ペ ー ジ に 掲 載 さ れ る ほ か、 しているんだね

消防団協力事業所の表示証
を自社ホームページで公開
することができます。

｢消防団協力事業所表示証」は、消防団に対
し事業所が協力を行っている場合に掲示するこ
とができるもので、取得した表示証を自社の
建物等への提示のほか、表示証のマークを自社
のホームページなどでも公表することができ
ます。これにより、広く一般に「消防団協力
事業所」として広報することができ、事業所
の信頼性向上を図ることが可能となります。
ぜひ、多くの事業所の皆様のご協力をお待
ちしております。
消防団協力事業所表示制度の詳細について
は、以下のホームページでご確認できます。
｢総務省 消防庁」
http://www.fdma.go.jp/syobodan/welcome/company/

救急電話相談
「＃７０００」「＃８０００」

「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」
(平成26年度 全国統一防火標題)

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。

３月１日〜７日 春の火災予防運動
これから春先にかけては空気が乾燥し、火災が発
生しやすくなります。日頃から防火の意識を持ち、
以下のポイントに心がけることが大切です。

ー大人の救急電話相談ー

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント

◇電話番号

＃７０００

比企広域市町村圏組合

３つの習慣

(プッシュ回線、携帯電話から)

048-824-4199 (ダイヤル回線､公衆電話等から）

ー子どもの救急電話相談ー
◇電話番号

・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する。
・ガスこんろなどのそばを離れ
るときは、必ず火を消す。

４つの対策

＃８０００ (プッシュ回線、携帯電話から)

048-833-7911 (ダイヤル回線､公衆電話等から）
※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。
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・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置
する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために､
防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等
を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所
の協力体制をつくる。

防災体験車の導入について
近年、日本各地において毎年と言ってよいほど、大きな自然災害が
発生しており、多くの人的被害も起きています。
いつ起こるか分からない自然災害に対し被害を最小限に抑えるため
に、埼玉県の補助金(埼玉県ふるさと創造資金)を受けて購入した防災
体験車で、住民の方々と一緒に地域の安全に備えていきたいと考えて
おります。また、防災体験車は参加者のより身近な場所で体験できる
ことから、気軽に参加していただけるメリットがあります。
体験できる主な内容は、初期消火体験、暴風体験、煙体験、救急体
験、防災シアターなどです。これらの体験を通じて防災に関する知
識、技術、行動力を習得していただくことを目的としています。
大切な家族などが

みよう！

に大地震を体験して

地震体験

みよう！

煙体験ハウスで、

火災時における煙の

体験してみよう！

応急手当を体験して

自分の身を守るため

体験をすることができます。

暴風の恐ろしさを

れてしまった場合の､

地震体験車で、

活用して、子どもから高齢者まで各種災害の模擬

街中に吹き荒れる

急に意識を無くし倒

応急手当体験

▲この防災体験車の車両に積載している資機材を

暴風体験

怖さと避難方法を体
験してみよう！

煙体験

比企広域消防本部は「災害に負けない地域づくり」を目的とし、
自治会や学校、各施設及び各企業などの幅広い方々を対象に防災体
験の普及活動を行っていますので、ご依頼をお待ちしております。

◆問合せ先◆ 比企広域消防本部警防課 TEL0493-23-2267

ドクターヘリ運用のお願いについて

消防出初式が行われました

ドクターヘリの着陸場所は、公園や学校の校庭など

１月10日(土)に消

住宅地においても指定されています。ドクターヘリが

防協会比企支部と比

着陸及び離陸する場合には、原則として消防職員が安

企広域消防本部の合

全管理を行いますので、その指示に従うとともに以下

同出初式が、東松山

の点についてご理解ご協力をお願いします。

市立松山第一小学校
で行われました。

・ドクターヘリの着陸及び離陸時には非常に大きな音

出初式は、比企広域消防本部管内の７市町村の消防

が発生します。

団員や比企広域消防本部職員、参加者・見学者を合わ

・ドクターヘリの着陸及び

せ約700人が参加して盛大に開かれました。消防団員

離陸時には洗濯物などの

と消防職員は、各市町村長や来賓者の前で整列後、車

飛ばされやすいものを室

両部隊と徒歩部隊に分かれ堂々と行進を行い、地域の

内にしまい、窓を閉めて

安全・安心を守る決意を新たにしました。

ください。

また、比企とび組合の「はしご乗り」の妙技や、幼

・着陸場所付近にいる方は、速やかに退避してくだ
さい｡

年消防クラブ員(若草・桃の木保育園の園児)による演

・ドクターヘリの着陸後は救命処置が行われています

技が披露され、式の最後には、はしご車に取り付けら

ので、近寄らないでください。

れた巨大なくす玉が割られると、
大勢の見学者からは大きな歓声

比企広域市町村圏組合事務局が
移転します
現在、東松山市総合会館
３階に位置する比企広域市
町村圏組合事務局が平成27
年４月１日より、比企広域消
防本部２階に移転します。
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があがりました。

救急インフォメーション

急性アルコール中毒にご注意を ･･･
厳しい寒さも少しずつ和らぎ、花見や歓送迎会などのイベン
トが増える季節です。特に大学生や新社会人では一気飲みや多
量の飲酒をして、急性アルコール中毒で救急搬送されるケース
が毎年発生しています。楽しい飲み会のシーズンですが、お酒
の飲みすぎには十分注意しましょう。

急性アルコール中毒の主な症状

・健康な状態でも、短時間に多量
な飲酒(一気飲み)をすることは､
やめましょう！
・空腹時はアルコールを吸収しや
すいので、おつまみ等を食べな
がらお酒を飲みましょう！

疑いがあるときは ･･･
すか？
大丈夫で

・自力で立つことができない
・話しかけても、眠ったまま起きない
・大量の嘔吐や呼吸に異常(浅く速い呼吸、あまりにもゆっくり
した呼吸)が見られる

対策と予防法

明らかな意識障害（まともに
会話できなかったり、まっすぐ
歩けないなど)を感じたら飲酒を
ストップさせ、悪化するようで
あれば救急車を呼びましょう。

お酒に強い人でも急性アルコール中
毒を起こす可能性はあるので、自分の
適量と体調に合わせて飲みましょう。

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。

ヨコのカギ

①問題を解いて出てきたもの。
④人をやとい入れること。
⑦運動会などの種目の一つで、二組に分
かれて相手を引き寄せた方を勝ちとす
る競技。
⑨2013年の流行語大賞にもなった言葉｡
クロスワードいつ解くの？｢○○でしょ！｣
⑩ある分野において、他の人より優れて
いる人。
⑬通常４人で遊ぶボードゲーム｢麻雀｣で､
ほかの人が捨てた牌(パイ)で上がること｡
⑮ある物事においての初めの時期。
⑰京都で行われる日本三大祭りの一つ。
「○○○祭」
⑲結婚の仲立ちをする人のこと。
⑳住んでいるところを離れて、ほかの土
地へ行くこと。
他人に要件を頼むこと。
 豚肉を一口大に切り、調味料等を加え
て柔らかく煮た料理。

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44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27年３月31日(火）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
「ホクトシチセイ」でした。
189 通応募いただき、
189 通の正解を
いただきました。
◆当選者

①その国を代表するしるし。日本では日の丸の
デザイン。
②思いがけない幸運を得ること。
「○○からぼたもち」
③県庁所在地は松山市で、みかんが有名な県とい
えば？
⑤事が終わった後に残る風情。
⑥初○○、○○小屋、シマ○○。共通する言葉は？
⑧菜の花、たんぽぽ、ひまわりの花の色。
⑪ 1973 年、深作欣二監督により映画。「○○○
なき戦い」
⑫フランス語で「チョコレート」または「ココア」
を表す言葉。
⑭英語で「便利な店」の意味をあらわす 24 時間
年中無休で、食料品・日用品を中心に扱う小型
スーパーの略称。
⑮剣道で用いる竹製の刀。
⑯表面に毛があり、果肉は緑または黄色で、黒い
種子が放射状に並ぶフルーツ。
⑱自分の好きなことや興味のある分野に時間や
お金を費やす人の呼称。

久保フミ子様（東松山市）
、福島幸恵様（東松山市）
、吉田ヒロ様（東松山市）
、関口敬一様（滑川町）
、鈴木明子様（小川町）
正木佳一様（小川町）
、北川賢様（川島町）
、石井まさ惠様（吉見町）
、大島正枝様（ときがわ町）
、吉田十己江様（東秩父村）

◆◇◆

編集後記

◆◇◆

日を追うごとに天候も暖かく上向いてくる一方で、花粉症
が心配な時期です。マスクや目薬などが必需品となる人も多
いでしょう。花粉症でないと思っていた私自身、昨年の今頃
はくしゃみと鼻水に悩まされていました。さすがに「これは
花粉症の症状か」と思い、おそるおそる病院に行って検査を
したところ、スギ・ヒノキなどの花粉のほか、ハウスダス
トやカビなども含めてアレルギー反応はないという結果に
･･･。何が原因か分からず、今年も同じような症状に悩まさ
れるのかと思うと、今から気分が下り坂。皆さんも、花粉症
対策は万全にしましょう。 Ⓜ

広 報 ひ き 第43号

市町村別人口・世帯数
市 町 村 名 人口 ( 人 ) 総数
東松山市
89,420
滑 川 町
17,783
嵐 山 町
18,250
小 川 町
32,167
川 島 町
21,210
吉 見 町
20,354
ときがわ町
12,036
東秩父村
3,132
合
計
214,352

平成 27 年２月１日現在

男
44,876
9,085
9,079
15,940
10,809
10,212
6,027
1,575
107,603

女
世帯数（世帯）
44,544
37,224
8,698
6,882
9,171
7,528
16,227
12,998
10,401
7,849
10,142
7,602
6,009
4,706
1,557
1,099
106,749
85,888
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