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■空飛ぶ消防隊があなたを
助けます！
埼玉県防災航空隊は、ヘリコプターの機動力
を生かした上空からの消火・救助活動などの訓
練を日々行っています。

ひき

－とぴっくす HIKI －
吉見のうまいもんフェア
in いちごの里よしみ

体験盛りだくさん
東秩父村和紙の里へ！
て すき

吉見町の道の駅｢いちごの里よしみ｣は､農産物直売所
をはじめ､いちごの里物産館､芝生広場のほか､いちごの
お城をモチーフにした全長17メートルのローラー型すべ
り台などの遊具があり､毎日多くの人でにぎわっていま
す｡平成27年１月には､国土交通省から地域での意欲的
な取り組みが期待できるものとして『重点道の駅候補』
に選定されました｡
道の駅では、より一層町内外
の地域交流を図るためＢ級グル
メ｢あぶら味噌｣と埼玉県１番
の生産量を誇る｢吉見いちご｣を
使ったさまざまなメニューを一堂
に集め､吉見の＂うまいもん＂を味
わっていただこうと﹃吉見のうまいもんフェアinいちご
の里よしみ﹄を10月25日(日)に開催いたします｡
あぶら味噌･吉見いちごグルメだけでなく､吉見町PR
大使｢よしみん｣とのふれあいやアトラクション･抽選会
などの催しを予定しています｡
子どもからお年寄りの方まで楽しめる企画となってい
ますので､お誘いあわせのうえ､ご来場ください｡
○吉見のうまいもんフェアinいちごの里よしみ
日時：10月25日(日) 午前10時～午後３時
場所：道の駅いちごの里よしみ(吉見町久保田1737)

◆問合せ先◆ 吉見町地域振興課 TEL 0493-54-5027

ユネスコ無形文化遺産に登録された手 漉 和紙技術
｢細川紙｣を継承する東秩父村和紙の里は､紙すきをはじ
め､さまざまな体験ができる施設です｡
紙すき体験では､自分で採取
した草花を和紙に飾り付けて
すきこみ､草花で文字やイラス
トを描いて世界で1枚だけの
思い出のつまったはがきやタ
ペストリーが作成できます｡
同施設内にある｢そば打ち体験工房｣は､自分で打った
格別のそばの味を求め､毎年多くの方がそば打ち体験
(要予約)に訪れます｡スタッフが丁寧に教えてくれるので､
初めての方でも安心です｡
また､かやぶき屋根が特徴の｢細川紙 紙すき家屋｣は､
紙すきが盛んに行われていた頃の紙すき農家を移築復
原したもので､江戸時代の生活
風景を見学できます｡さらに､
紙すき家屋を含めた中庭を眺
める本格的な日本家屋の研修
会館では宿泊することもでき
ます｡
歴史と自然にあふれる和紙の里で､伝統文化に触れな
がら癒しのひとときを過ごしてみてはいかがですか｡
○東秩父村和紙の里
営業時間：午前９時～午後４時（体験は午後３時まで)
場
所：東秩父村御堂441

◆問合せ先◆ 東秩父村和紙の里 TEL 0493-82-1468

水辺に映える彼岸花（小川町）

～槻川沿いの秋を散策してみませんか？～

第35回

秋の彼岸頃に咲くのでその名がついた彼岸花（別名
曼珠沙華)。県内では日高市の巾着田が有名ですが､小川
町腰越地区の切通橋周辺でも群生する彼岸花に会うこと
ができます｡例年､９月中旬頃には槻川沿いを赤く染める
ように彼岸花が一斉に咲き始めます｡
初秋の青空､緑の山並
み､そして深紅の彼岸花
が織りなす自然のコント
ラストがとても美しく､
川のせせらぎとともに見
る人の心を和ませてくれ
ます｡
この辺りは地域の方々が率先して､年に数回の下草狩
りを行いながら環境保護や周辺整備を行っています｡春
には桜で華やぎ､夏は川遊びやバーベキューなど年間を
通じて楽しむことができ､町内外の方々の憩いの場所と
なっています｡
高く澄んだ秋の空の下､一面に咲く彼岸花を見に､訪れ
てみてはいかがですか｡
まんじゅしゃげ

滑川町の総合運動公園を主会場に､フェスティバルと
呼ぶにふさわしい秋を彩る町最大イベント｢滑川まつ
り｣が､11月３日(火)に開催されます｡
メイン会場の多目的グラウンドでは､農業団体による
模擬店が多数出店し､地元でとれた野菜や果物､滑川町
産のお米｢谷津田米｣の販売をはじめ､赤飯やおにぎり､
とん汁のサービスやスタンプラリーなども行われ､毎年
大勢の方でにぎわいます。また､地元歌手や子どもたち
による舞台演技｢チンドンパレード｣が披露され､会場を
盛り上げます｡
同日は別会場にて滑川中学校と滑川総合高校吹奏楽
部によるふれあいコンサートのほか､文化祭､図書館ま
つり､健康フェスティバル
も開催されます｡
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｡
○滑川まつり
日時：11月３日(火･祝) 午前10時～午後３時
場所：滑川町総合運動公園（滑川町福田715-1）

見頃：9月中旬から下旬
場所：腰中集落農業センター付近（小川町大字腰越1131-8︶

◆問合せ先◆ 楽市おがわ観光案内所 TEL 0493-74-1515

滑川まつり

◆問合せ先◆ 滑川町産業振興課 TEL 0493-56-6906

［2］

－とぴっくす HIKI －
川島町が誇る２大Ｂ級グルメ 「かわじますったて＆かわじま呉汁」
｢かわじま呉汁｣とは､
栄養豊富な大豆を使っ
た川島町に伝わる冬の
郷土料理です｡10種類
以上の野菜と芋がらの
かわじま呉汁
シャキシャキ感が最大
販売期間：11月から３月まで
の特徴で、旨みと栄養
がこの一杯に凝縮されています｡最後の一滴まで飽き
ることなくお楽しみいただけます｡
残暑が続く９月までは「かわじますったて」で体を
冷やし､11月からの寒くなる季節は「かわじま呉汁」
で体を温めてみてはいかがですか｡

川島町では、暑い時期の風物詩「すったて」に続き、11月
から「かわじま呉汁」を町内13店舗で提供します｡
｢すったて」とは､すり鉢でごまと味噌を合わせ､大葉､きゅ
うり､ミョウガといった夏野菜をすり合わせ､冷たい水を入れ､
よく混ぜてうどんをつけて食べる料理です｡大豆を主成分
とする味噌は､タンパク質が豊
富なだけでなく､汗をかいて失
われた塩分を補うことができ
ます｡
かわじますったて
販売期間：５月から９月まで

◆問合せ先◆

嵐山渓谷

遊歩道＆飛び石の完成！

嵐山渓谷は､岩畳と槻川の清流周辺の木々が織りなす
みごとな景観と自然環境をもち､毎年県内外から多くの
観光客が訪れています｡
嵐山町では､平成25年度よ
り県と地域住民の方々で川や
地域の特性に応じた再生テー
マを定めて取り組む｢川のまる
ごと再生プロジェクト｣を展開しています｡今回事業の
一環として､嵐山渓谷バーベキュー場から槻川上流へ向
かう遊歩道と槻川を渡る飛び石が完成し､バーベキュー
場から秋の風情漂う景色を見渡せる｢冠水橋｣付近まで
直線的に歩いて行くことができるようになりました｡
嵐山渓谷バーベキュー場は､バーベキューに必要な鉄
板や網などがレンタルできるほか､売店･トイレも完備
しており､どなたでも手軽に楽しめる絶好のスポットです｡
バーベキューを思う存分
楽しんだ後に､遊歩道を渡り
まるで｢京都嵐山｣にいるか
のような晩秋の紅葉を､満喫
してみてはいかがですか｡

◆問合せ先◆ 嵐山町まちづくり整備課 TEL 0493-62-0721

ときがわ町

川島町商工会

TEL 049-297-6565

第９回 全国やきとリンピックⓇin 東松山
＆東松山市産業フェスタ

東松山市の｢やきとり｣は､豚のカシラ肉にピリ辛のみ
そだれをつけて食べるのが特徴で､今もたくさんの人に
親しまれています｡
やきとりファンの拡大と開催地への集客､町おこしを目的
としたやきとりの祭典｢全国やきとリンピック｣が､９回目と
なる今年は東松山市の松山市民活動センターで行われます｡
全国７都市のやきとりの名店
(東松山市､北海道美唄市､北海
道室蘭市､福島県福島市､山口県
長門市､愛媛県今治市､福岡県久
留米市)が集結し､他の地域のや
きとりも楽しむことができます｡
また､地域産業の活性化と市内外に特産品を紹介する
ことを目的とした産業フェスタも同時開催され､ 東松山
市の特産品や農産物等の販売もあわせて行われます｡
皆さんも会場に足を運んで､全国のやきとりの味を､
食べ比べてみてはいかがですか。

日時：９月26日(土)、27日(日) 午前11時～午後７時
場所：松山市民活動センター北側駐車場
（東松山市松本町1-9-35）
◆問合せ先◆ 東松山市観光協会 TEL 0493-23-3344

日帰り温泉と家庭で温泉！

ときがわ町の別所地区にある日帰り温泉｢都幾川四季
彩館｣の源泉｢都幾の湯｣は､全国有数の高いアルカリ性の
成分により肌をすべすべにすることから､｢美人の湯｣と
言われる天然温泉です｡
館内には､露天風呂やヒノキ風呂などが完備され､近く
温泉スタンド
を流れる都幾川のせせらぎや豊かな自然を感じながら温
露天風呂
泉を楽しむことができます。同施設には､バーベキュー
場も併設されており､家族や友人とバーベキューや川遊 ○都幾川四季彩館 午前10時～午後９時
びを楽しんだ後､温泉でゆっくり疲れを癒し､一日を満喫 （水曜は午後８時まで。第１水曜は定休)
することができます｡
場所：ときがわ町別所556-1
この源泉｢都幾の湯｣は､大附地区にある｢温泉スタンド｣ ○ときがわ町温泉スタンド 午前９時～午後５時（水曜は定休)
で自宅へ持ち帰ることもできます(20リットル100円)｡
場所：ときがわ町大附870-3
自宅のお風呂で､のんびり温泉気分を味わってみては
◆問合せ先◆ ときがわ町産業観光課 TEL 0493-65-1532
いかがですか｡

［3］

比企管内で患者等搬送事業者を初認定しました
認定マークの種類

患者等搬送事業とは？

比企広域消防本部が認定した事業者には､ 下記の認
定マークを交付しています｡ 今回認定した ｢スマイル
タクシー｣ には、緑色（上段）２つの認定マークを交
付しました｡

救急車を必要としない緊急性のない方の入院､ 通院､
転院及び社会福祉施設等への送迎を行う移動手段として､
寝台車・車椅子搬送車を提供する民間の事業者による
サービスです。

管内初の患者等搬送事業者に､ 車椅子やストレッ
チャーに乗ったまま乗り降りできる介護タクシー事
業者の ｢スマイルタクシー｣ が､ 認定されました。
スマイルタクシー
住所：埼玉県比企郡小川町腰越 448-7
T E L：0493-72-4499

患者等搬送事業者認定
マーク

患者等搬送用自動車
認定マーク

認定までの流れ

適任証

①適任者講習を受講し､
適任証の交付

②必要書類を作成し、
比企広域消防本部へ申請

患者等搬送事業者認定
マーク（車椅子専用）

患者等搬送用自動車を利用する場合は､ 有料となります｡
なお､ 救急車と同等の処置は行えません。明らかに緊
急を要する場合は迷わず救急車を利用しましょう。

認定証

④患者等搬送事業者
認定証の交付

患者等搬送用自動車認定
マーク（車椅子専用）

③認定審査基準により
車両、資機材等の検査

◆問合せ先◆ 比企広域消防本部警防課 TEL 0493-23-2267

地震体験車を更新しました

救急車を呼ぶか迷った時…

今回更新した
地震体験車は、
住民の皆様への
防災啓発の充実と
強化を図るため､
震度別に操作で
き る ほ か､ 近 年
発生した東北地方
太平洋沖地震､
新潟中越地震の揺れを再現できる装置を備えています。
また､ 強い揺れが予想される地域に対し､ 気象庁が
発する ｢緊急地震速報｣ の音と連動させて地震体験が
できます。

救急電話相談「＃７０００」「＃８０００」
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。

◎電話番号

大

人

＃７０００

048-824-4199（ダイヤル回線､IP電話、ＰＨＳから)
◇相談時間
午後６時30分〜午後10時30分（毎日）
◎電話番号

緊急地震速報の情報を見聞きしてから地震の強い揺れ
が来るまでの時間は､ 数秒から数十秒しかありません｡
地震体験を通じて､ あわてずに身の安全を確保するた
めの行動を身につけましょう。
比企広域消防本部では地震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。

子 ど も

＃８０００

048-833-7911 （ダイヤル回線､IP 電話、ひかり電話、
ＰＨＳから）
◇相談時間
午後７時〜翌朝午前７時（月曜日〜土曜日)
午前７時〜翌朝午前７時（日曜日､祝日､年末年始）

◆問合せ先◆ 比企広域消防本部警防課 TEL 0493-23-2267

［4］

救急車の適正利用にご協力ください。

〜空から差し伸べる救いの手〜

防災航空隊員にインタビュー

今後懸念される大規模な災害に､ 迅速かつ的確に対
応するために平成 3 年に発足した埼玉県防災航空隊｡
この航空隊に､ 当組合から神谷真一消防士長を派遣し､
ヘリコプターから主に山岳地域の捜索・救助､ 及び消
火活動を行う隊員として活躍しています｡ 航空隊の業
務で忙しい中､ 日頃の活動や隊員になってからのこと
など､ 話を聞くことができました。

−航空隊員になることへの不安や
プレッシャーはありましたか｡−

−航空隊への（入隊）希望はあったのですか｡ −

−航空隊員に求められることは何だと思いますか｡ −

はい｡ 私が防災航空隊を知ったのは消防学校初任科で､
当時はあこがれの思いで航空隊を見たのを覚えています｡
その印象が強かったのか消防業務の中でも救助隊にひ
かれ､ いち早く一人前の救助隊員になりたいと思って
いました｡

安全に活動することに対し､ 少な 埼玉県防災航空隊 隊員
神谷 真一 さん
からず不安はあります｡ 先輩や災害
出場したクルーから話を聞いたり､ あらゆる状況を想
定した訓練を重ね､ 災害出場に備えています｡ とにか
く信念を持って活動するよう心がけています｡
航空隊員は ｢救助科及び救急科を修了した者｣､
｢優れた判断力､ 体力及び技能を有する者｣ 等､ 資格基
準が定められていますが地上活動同様､ 様々な変化に
気が付く洞察力と､ チームワークが基本となりますので､
協調性は欠かせないと思います｡

−年間の出場件数はどれくらいあるのでしょうか｡ −
昨年､平成26年度の緊急運行は合計122件です｡一昨

年の平成25年度は合計173件でした｡

−実際の活動などについてお聞かせください｡ −

入隊して 1 か月後､ 航空隊員として初めて出場した
山岳救助のことです｡ 今までの訓練で経験した様相を
はるかに超える山岳地の過酷な現場でした｡ 谷間に流
れる沢の中州に 2 名で降下し要救助者に接触､ 無事救
出に至りました｡ ヘリコプター特有の騒音と､ 吹き下
ろしの風の状況下では意思の疎通が難しく､ 活動障害
となることがあります｡ そのため､ 日頃からいろいろな
会話を通じ､ 密に連携をとる必要があると感じました｡

東松山斎場の指定管理者を募集します
１ 施設の概要
名 称 東松山斎場
所在地 東松山市松山町二丁目８番32号

２ 指定管理者が行う業務
①斎場の施設等の使用許可に関する業務
②火葬に関する業務
③斎場の使用に係る料金の収受等に関する業務
④斎場の施設等の維持管理に関する業務
⑤自主事業
⑥上記に掲げるもののほか､ 斎場の管理運営上､
管理者が特に必要と認める業務
３ 指定期間
平成28年４月１日〜平成31年３月31日
※指定期間は原則として３年とし、組合の必要によ
り同一の条件で５年まで延長できるものとします｡
４ 募集要項の配布期間
平成27年９月18日(金)〜平成27年10月２日(金)
５ 現地説明
平成27年10月７日(水)
６ 申請の受付期間
平成27年10月26日(月)〜平成27年11月６日(金)
７ 募集要項の配布 ･ 申請書の提出 ･ 問合せ
〒355-0073 東松山市大字上野本1300番地1
比企広域市町村圏組合事務局
TEL：0493-23-9331
ホームページ：http://www.hiki-saitama.jp

−今後について､ ひと言お願いします｡ −

まずは､ 今に全力を尽くすこと｡ そして航空隊で学
んだことを活かし､ 後輩育成に全力を注ぎたいと思っ
ています｡

−これからも､ ご活躍を期待しています｡ ありが
とうございました｡

東松山消防署滑川分署新築移転しました
滑川町羽尾地区に東松山消防署滑川
分署の新庁舎が完成し､平成27年７月
24日(金)に近隣住民の方々や工事関係
者等約160名出席する中、開署式が行
われました｡
旧滑川分署は昭和50年1月､東松山
地区消防組合滑川出張所として救急業
務をはじめ､当地域の災害に対処して
まいりました｡業務を開始して40年が
経過し､建物･施設の老朽化に加え､増
大する消防救急需要に対応するには手
狭となり､新庁舎建設に至りました｡
新庁舎は鉄筋コンクリート造２階建てで､延べ床面積は1,219
平方メートル｡６階建ての訓練施
設を併設し､高所訓練等による消
防隊員の技術向上を図ります｡
また､屋上には停電時の電力供
給源として､太陽光発電と非常用
自家発電の設備を設置し､ライフ
ラインを確保した災害に強い庁
○東松山消防署滑川分署
舎になっています｡
所：滑川町羽尾2532-2
今後とも､住民の皆様の安心･ 場
安全のため日々の業務や訓練に､ 敷地面積：2,787.96㎡
延床面積：1,219.66㎡
より一層励んでまいります｡

［5］

救急インフォメーション

季節の変わり目の体調管理にご注意を ･･･
９月に入り、日中は気温が高くても夕方になると急に気温
が低くなる気候となります｡ いつまでも夏と同じような生活
を続けていると､ 急な気温の変化で身体がだるくなったり､
風邪や体調を崩してしまったりする季節でもあります。
夏の暑さは乗り切ることができても､ 涼しくなり始めた初
秋に体の疲れが出てしまう夏バテならぬ秋バテにならないよ
うに注意しましょう。

秋に体調を崩しやすい原因

対策と予防法

・体を温めよう！

→温かい飲み物を飲んだり､
お風呂のお湯にゆっくり
つかったりして､体を温
めることを意識しましょう。

・水分を積極的にとろう！

→秋はのどの渇きを感じにくくなりますが､

・急激な気温の変化

積極的に水分補給するようにしましょう｡

→寒暖差の激しい秋は自律神経のバランス
が崩れやすく､ ｢体がだるい｣ といった

・太陽の光を浴びて、運動をしよう！

→秋は運動しやすくなり､太陽の光を浴びる

体調不良の原因となります。

ことで自律神経の働きを高め､気分の落ち

・空気の乾燥

込みも解消することができます。

→秋が深まるにつれ空気が乾燥し､ 水分補
給を十分に行わないと ｢のどの痛み｣ を
発症することもあります。

食欲の秋､スポーツの秋なので､
体調に気を付け元気に乗り切りま
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過去につくられた映画作品を、新た
な映画として制作すること。
④今回44号を発行しました。当組合の
広報誌「広報○○」。
⑥問題を出し、それを解答させる遊び。
⑦同じ母親から一つ違いで生まれた子ども。
⑧地面の下。土の下。
⑨病気を治すこと。
⑩植物の根から吸収した養分などを運
ぶ軸状の器官。
⑫商店の並ぶにぎやかな場所。
⑭英語で「旅行」を意味する単語。
⑰メキシコが原産で、世界でも有名な
激辛唐辛子。
⑲じゃんけんの手の出し方。「パー」、
「チョキ」、あとひとつは？
⑳外出していて、家にいないこと。
自然界で最も甘い蜜で、栄養価が高
く粘りけの強い液体。

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45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10月１日(木）消印有効
◆応募先
〒355-0073 東松山市上野本1300−1
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
「ヒナニンギョウ」
でした。
292 通応募いただき、
292 通の正解を
いただきました。
◆当選者

①地球の表面で､水におおわれていない部分｡
②はっきりしていて、間違いのないこと。
③静岡県にあり､温泉などで有名な観光地といえば？
④高原など、夏の暑さをしのぐために滞在する
場所。
⑤ ｢○」
「
､ △」
「
、□｣ など文字やしるし等の総称。
⑦犬などの毛を刈り込んで形を整え、ペットの
美容師とも呼ばれる。
⑪イヌ科の動物で、古くから日本では人などに
化けるとされてきた。
⑬11月から12月初めにかけての暖かい晴れた日｡
○○○日和。
⑮ハワイで、送迎のあいさつのことば。
⑯羽のついた短い矢を的に投げて得点を競う
ゲーム。
⑱多くの人を一定の路線・運賃で運ぶ、大型の
乗り合い自動車。
⑲果汁などの味をつけ、ゴムのように弾力のあ
る形に固めたお菓子。

東條秀子様（東松山市）、細村光代様（東松山市）、松本寿雄様（東松山市）、村中しげ子様（東松山市）、小柳友子様（滑川町）
山崎恵理子様（小川町）、伊藤あやめ様（川島町）、木村幸子様（吉見町）、彦根礼子様（吉見町）、関根和希様（東秩父村）

◆◇◆

編集後記

◆◇◆

今年の夏も猛暑が続きました。夏といえば甲子園！（私だ

け･･･？）なんと母校が、埼玉県大会で24年ぶりの準決勝進出を
果たし、地元も各地でヒートアップしていました。準決勝の相
手は過去に甲子園に出場したことがある強豪校｡「応援に行くの

は今でしょ！」と思い、私自身も汗が滴り落ちるほどの猛烈な
暑さと戦いながら応援しました。結果は･･･完敗。しかし、選手
たちの最後まで諦めずに戦う姿にとても感銘を受けました。

この広報誌が発行した頃には球児たちの熱い夏は終わってい

ることでしょう。次こそ、母校が甲子園出場を果たしてくれる
ことを願っています（野球部のOBではないが･･･）。Ⓜ

広報ひ き

第44号

市町村別人口・世帯数
市 町 村 名 人口 ( 人 ) 総数
東松山市
89,504
滑 川 町
17,858
嵐 山 町
18,175
小 川 町
31,861
川 島 町
21,089
吉 見 町
20,190
ときがわ町
11,938
東秩父村
3,084
合
計
213,699

平成 27 年８月１日現在

男
44,869
9,141
9,044
15,795
10,754
10,135
5,993
1,548
107,279

女
世帯数（世帯）
44,635
37,623
8,717
6,955
9,131
7,548
16,066
12,994
10,335
7,885
10,055
7,627
5,945
4,708
1,536
1,093
106,420
86,433
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