
■地域の安心安全を願って･･･
　平成 ２８ 年１月９日、埼玉県消防協会比企支部
と比企広域消防本部の合同出初式が盛大に開催さ
れました。
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−とぴっくす HIKI −

第１１回 花桃まつり 〜花桃が運ぶ春の訪れ〜
　東秩父村の大内沢上ノ貝戸地区にある｢花桃の郷｣では､３月中旬
から４月上旬にかけて鮮やかな花桃を中心に桜やレンギョウなど約
7,000本の花木が山郷全体を覆うように一面に咲き誇り､毎年多くの
観光客が訪れます｡
　花桃の景観をより多くの方に楽しんでいただこうと３月２7日㈰に
｢花桃まつり｣が開催され､会場では雅楽の演奏のほか､地元で採れた
特産物の販売など今年もにぎやかに行われます｡
　青空の下に咲くピンク色の花桃を眺めながら､イベントに参加し
てみてはいかがですか｡

◆問合せ先◆　
仙元山見晴らしの丘公園管理事務所　TEL 0493-73-1000

◆問合せ先◆
国営武蔵丘陵森林公園 管理センター TEL 0493-57-2111

◆問合せ先◆　川島町役場(代表)　TEL 049-297-1811

◆問合せ先◆　吉見町地域振興課　TEL 0493-54-5027

◆問合せ先◆　東秩父村産業建設課　TEL 0493-82-1223

日時:３月２７日(日) 午前１０時〜午後３時頃まで
場所:上ノ貝戸センター (東秩父村大内沢1118-1)

春の小京都を満喫！！

自然あふれる ｢わかばフェスタ」
in 森林公園

　発掘 130 年記念　入場無料 
ふるさと吉見知っとこまつり

第５回 かわじま春まつり
　埼玉伝統工芸会館の南側､仙
元山中腹にある見晴らしの丘公
園は､展望台から｢武蔵の小京都｣
小川町の街並みを一望できるス
ポットとして多くの人に親しま
れています｡　

　また､園内には県内最大
級のローラーすべり台が
あり､長さ203メートルを
滑り降りる爽快感は､子ど
もだけでなく､大人も童心
にかえって楽しめます。

　桜に包みこまれた春の足音を感じながら､癒しのひと
ときを過ごしてみてはいかがですか。

　滑川町の国営武蔵丘陵森林
公園では､新緑の季節を迎え
る４月中旬から５月下旬にか
けて｢わかばフェスタ｣を開催
します｡５0万本にも及ぶ｢アイ
スランドポピー｣をはじめ､約

1,000株の｢シライトソウ｣､鮮やかな朱色に咲く｢ヤマツ
ツジ｣など､春の暖かい時期に合う草花を観賞できます｡
　５月中旬には､２年ぶりに
｢ルピナス｣が登場し､桃色や
紫色の花が園内を明るく染め
ます｡
　春のお出かけスポットとし
て､緑豊かな大自然の中で公
園散策をお楽しみください｡

　川島町では､４月９日か
ら５月２9日まで「第５回
かわじま春まつり」が開
催されます。４月２9日に
は、町を囲む堤防上でさ
わやかな風を感じながら

歩く「かわじま輪
わじゅう

中の里ウォーキング」が行われます。
　５月５日の子どもの日には平成の森公園で「ちびっこ
フェスティバル」が行われ、魚のつかみどりや船乗り
体験、ご当地ヒーローの「かわじマンショー」などのち
びっこが楽しめるイベント盛りだくさんです。５月14
日には同園内にて「バラの小

こ み ち
径祭り」、「川島町健康福

祉まつり」が開催され、
また同月２9日は町民会館
にて寄席とコンサートが
開催される予定です。
　ぜひ､皆さんお声掛けの
うえ､お出かけください。

　吉見百穴では桜の開花期間中､市野川土手沿いの桜を
ライトアップして幻想的な雰囲気が演出される中､多く
の夜桜見物を楽しむ方々でにぎわいます。
　この開花シーズンに合わせ､町の歴史と自然を再発見
していただこうと｢ふるさと吉見知っとこまつり｣が開催
されます。発掘130年記念事業として入場料を無料にし､
特大吉見郷土かるた大会やツリークライミング､地元で

採れた農産物の販売など､
たくさんのイベントを用
意しています。
　春らんまんの桜並木を
見に､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。

小川町

滑川町

川島町

吉見町

東秩父村

日時:午前９時45分〜午後４時3０分(３月〜５月)
場所:仙元山見晴らしの丘公園(小川町大字小川1442）

日時（予定）:４月２3日(土)〜５月２９日(日) 午前９時3０分〜午後５時日時:４月２日(土) 午前８時3０分〜午後８時
場所:吉見百穴 (吉見町大字北吉見３２４)

▲ 展望台

ルピナス
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−とぴっくす HIKI −
比企地域のご当地グルメが東松山に集結！！

　家族で楽しもう！ 
木のむらファミリー釣り交流会

◆問合せ先◆　ときがわ町観光協会 TEL 0493-81-5930
　　　　　　　　　  木のむらキャンプ場 TEL 0493-67-0850

◆問合せ先◆　東松山市観光協会　TEL 0493-23-3344

◆問合せ先◆　嵐山町商工会　TEL 0493-62-2895

　管内の市町村に鳩山町を加えた１市７町１村の魅力を発信する
ことを目的に､ 丸広百貨店東松山店駐車場を会場として ｢比企地
域ご当地グルメ＆特産品フェスタ｣ を５月７日 ( 土 )､ ８日 ( 日 )
の二日間にわたり開催します｡
　各地域自慢の特産品などの出店が予定されており､ あっという
間に売り切れてしまう人気メニューから､ 一度は味わってみたい
ものまで目白押しです｡ イベント当日は､ 県立松山高校吹奏楽部 ･
應
おうえんだん

援團部､ ダンスチーム､ 音楽バンドの出演などを予定しており､
たくさんの企画が会場を盛り上げます｡
　比企地域のご当地グルメを一度に堪能できる贅沢な内容となっ
ておりますので､ お誘いあわせのうえ､ ご来場ください｡

　ときがわ町の貴重な資源である都幾川の清流には､ き
れいな川にしか棲

す
めない ｢ヤマメ｣ が多く生息しており､

毎年大勢の釣り人が訪れます｡
　町の自然や環境の大切さ
をより多くの方に知ってい
ただこうと､ ときがわ町の
木のむらキャンプ場で ｢木
のむらファミリー釣り交流
会｣ を開催します｡ 家族連

れでの参加も多く､ 新聞や雑誌等でも取り上げられ､ 町内
外から注目を集めています｡
　今年も多くの参加者を見込んでおり､ 約 200kg のヤ
マメ・マスのほか、大物賞として 10 尾の大物の魚を放流
します。お弁当の販売模擬
店やお楽しみ抽選会のイベ
ントも用意されています｡
　都幾川のせせらぎが聞こ
える大自然の中で､ 大物を
釣り上げる感動を味わいに､
参加してみませんか｡

　鞍
く ら か け

掛橋に新しいバーベキュー場

嵐山さくらまつり ｢夢さくら｣開催！

　都幾川を渡る橋｢鞍掛橋｣｡鞍
掛の地名の由来は､｢近くの山の
形が馬の鞍に似ているから｣な
どと言われています｡
　県と地域住民と連携して、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
ごと再生事業｣を展開し､今回事業の一環として飛び石や
遊歩道が新たに整備され､より快適に遊べるようになり
ます｡４月からは用具類から食材まですべて現地で調達
でき､手ぶらでバーベキューを楽しめる施設や､カヌーに
乗って川遊びができるスペースなども予定されており、
市の新たな観光スポットとして期待されています。

　嵐山町の都幾川堤にて､今年
も嵐山さくらまつり｢夢さくら｣
が３月２6日(土)から４月10日
(日)にわたり開催されます｡
　期間中は､ぼんぼりによる夜
間点灯及びライトアップが行
われ､幻想的な夜桜見物を楽し

むことができます｡また､４月２日(土)には嵐山辛モツ焼
きそば等の模擬店の出店や地元太鼓クラブによる舞台イ
ベントなどが行われるほか､花火大会も予定されており､
桜と花火との共演で夜空を華やかに彩ります｡
　スターマインも打ち上げられる大迫力の花火をゆった
りと観賞できますので､ぜひ､お出かけください｡

東松山市

嵐山町

ときがわ町

 ｢東松山市観光協会ホームページ｣
http://www.higashimatsuyama-kanko.com

日時:５月７日(土)､８日(日) 午前１０時〜午後３時　※売切れ次第終了
場所:丸広百貨店東松山店駐車場(東松山駅東口から徒歩５分)
※当日は混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
◆問合せ先◆　 　東松山市商工観光課　　TEL 0493-23-2221

出店内容

日時:5月8日(日)午前9時〜午後3時(受付は午前8時3０分〜) 
　    ※雨天決行 (増水時は中止)
場所:木のむらキャンプ場(ときがわ町大字大野1440)

 　受付は現地で行います｡詳しくはお問い合わせください｡
　 ※当日の問い合わせは､木のむらキャンプ場のみとなり  
　　 ます｡

東松山市
滑川町
嵐山町
小川町

やきとり、味噌だれ焼きそば等

たこ焼き（滑川産米粉使用）

辛モツ焼そば

のらぼう菜グルメ

すったて（７日）

あぶら味噌ギョーザ （ ７日 ） 等

ゆずジュース等

イワナ塩焼き

川島町
吉見町
ときがわ町
東秩父村

※写真は昨年のもの
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子  ど  も

救急車の適正利用にご協力ください。

◇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）

救急車を呼ぶか迷った時…｢無防備な 心に火災が かくれんぼ｣

救急電話相談「＃７０００」「＃８０００」３月１日〜７日　春の火災予防運動

大　　人

　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。

　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）

(平成27年度 全国統一防火標語)

 電話番号
　＃７０００

 電話番号
　＃８０００

　048-833-7911  （ダイヤル回線､IP 電話、ひかり電話、
　　　　　　　　　　ＰＨＳから）

　救急救命士とは､ 生命の危険が迫っている傷病者に
対して､ 特別な救命処置を行うことができる資格を持っ
た救急隊員です｡ いかなる状況にも対応できるよう､
日頃から救急現場をイメージした訓練や体力向上は欠
かせません｡
　今回､ その女性救命士として当組合で活躍している
田中さとみ消防副士長に､ 救命士の仕事などについて､
話を聞くことができました｡

− ｢救命士｣ という仕事を選んだ理由−
　私は､ 小さい頃から海上保安官になるのが夢でした｡
専門学校での勉強のかたわらボランティアをしていた
時に､ 仲良くしていたご家族の方が心肺停止状態となり､
何もできなかった自分の不甲斐なさから､ 救急救命士
として人を助けたいと思うようになりました｡
−救命士の 1 日のスケジュール−
　仕事は､午前８時30分から翌午前８時30分までの２4時
間勤務です｡はじめに体操やランニングを行った後､車

両の点検を実施し､災
害が発生してすぐに
現場に向かうことが
できるように備えま
す｡出動要請が出てい
ないときは､救急の訓
練や体力強化のため
にウエイトトレーニ
ングなどを行ってい
ます｡

−仕事をしていて大変に思うこと−
　私は以前､ 看護師として働いていま
した｡ その時は救急車の到着を待つ立
場で､ 運ばれてくる患者さんの情報が
入るため､ 準備ができていました｡ しかし､ 救命士の立
場では傷病者の状態が分からず､ 身体だけでなく現場の
状況などから判断しなければなりません｡ そのため､ 柔
軟なものの考え方や感性が必要だと思いますが､ 私はま
だまだ不足していると感じています｡
−救命士を目指す人に伝えたいこと−
　救命士は ｢命を救う｣ と
書きますが､ その ｢命｣ は

「人」であり、ただ心臓が動
いているだけではありませ
ん｡ 感情があり､ 家族があ
り､ 生活がある ｢人｣ を救
うのが仕事だと考えていま
す｡ 現場では､ 患者さんや
家族を落ち着かせ､ 事故状況等を聞き出すこともあるた
め､ コミュニケーション能力も重要です｡
−今後について一言−
　北海道出身なので､ この地域のことが分からず不安も
ありますが､ 今仕事ができるのは周囲に助けられている
おかげだと思っています｡ 女性でも救急救命士として活
躍できる場を生かし､ 人命救助に全力を注ぎたいと思い
ます｡

救急救命士
田中 さとみ さん

・やむをえずたき火をする
　時は､バケツに水を用意
　する
・たばこの投げ捨てや火遊
　びの禁止
・風の強い日はたき火を控
　える

枯草火災予防のポイント

　３月１日(火)〜７日(月)
は春の火災予防運動週間で
す｡春先は空気が乾燥し､火
災が発生しやすくなります｡
毎年､２月から５月にかけ
て強風や空気が乾燥する日
が続き､枯草火災が多く発
生しています｡たばこの投
げ捨てや､子どもの火遊び
などの小さな火からでも燃
え広がります｡不要な焼却
は避け、火の取り扱いには
十分注意しましょう｡

〜救命処置を行う救急のエキスパート〜　女性救急救命士にインタビュー
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設置していますか？
　　 住宅用火災警報器

設置は義務？

｢電池切れかな？｣ と思ったら…

あなた自身はもちろん､ 大切な人の命を守るために
設置 ･ 適正な維持管理を実施しましょう！
◆問合せ先◆　比企広域消防本部予防課　TEL 0493-23-2268

取り付けた後は…

　全国一律で平成２3年６月１日か
ら、住宅用火災警報器の設置が義務
となりました。設置することで､火災
を早期に発見し､初期消火や通報等の
行動が早まり､近隣への延焼被害の軽
減にもつながります｡

　火災警報器本体の寿命は､10年とい
われています｡電池切れの時には音声
でお知らせするか､ピッ…ピッ…と短
い音が一定の間隔で鳴りますので､新
しい電池に交換してください｡なお､
電池式の火災警報器は､一般の方でも
電池交換ができます｡

　定期的に正常に作動するかテストしましょう。テストの
方法は、機種によって異なりますので、詳しくは製品の
取扱説明書をご確認ください。

東松山斎場施設整備基本計画
パブリックコメント実施結果

問 : ペット用火葬施設を併設していただきたい｡

問 : 充分な駐車台数を確保していただきたい｡

問 : 会議室は必要なのでしょうか｡

答 : 動物炉を１基設置します｡ 炉の大きさは基本設  
　  計で検討します｡

答 : 斎場前の道路西側に４０台分の駐車スペースが
　  あり､ 敷地内の駐車場と併せて駐車台数は確保で  
　  きます｡

答 : 視察時や葬儀の多様化に対応するために､ 必要な
　  施設と考えています｡

計画案の公表期間
平成 ２7 年８月 17 日 ( 月 ) 〜８月 31 日 ( 月 )

意見書提出者数　２名

提出された意見の概要及び組合の考え方

　東松山斎場の老朽化に伴う建て替えにあたり｢東松山
斎場施設整備基本計画｣を策定し､計画案に対するパブ
リックコメント実施結果について次のとおり報告します｡

※紙面の都合上､主な意見を掲載いたしました｡詳細は比 
　企広域市町村圏組合のホームページをご覧ください｡

http://www.hiki-saitama.jp

比企広域消防音楽隊発足の経緯
　音楽隊は､ 住民の防火防災に対する
意識の向上を目的として､ 昭和 48 年
に旧東松山地区消防組合職員有志によ
り発足しました｡ 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
消防音楽隊へ改称し､ 現在 18 名の隊
員で活動しています｡

音楽隊の活動
　比企広域消防音楽隊は､ 火災予防の
広報の一環として､ 東秩父村の ｢和紙
の里文化フェスティバル｣ での演奏を
はじめ､ ｢嵐山まつり｣ のパレード､ ｢日
本スリーデーマーチ｣ の歓迎演奏など
管内の構成市町村への行事に出演し､ 心
のこもった音楽をお届けしています｡
また､元気あふれる楽曲が多く､レパー
トリーは 100 曲近くになります｡

消防業務と並行しての練習
　練習は週２回､ 東松山消防署の講堂
で午後 6 時から行っています｡ 隊員
になって初めて楽器を手にする者がほ
とんどです｡ 消防業務が最優先のため
練習時間も限られていますが､ トラン
ペットやホルンなどの難しい楽器にも
挑戦し､ その音色を響かせています｡

音楽隊の魅力
　ブラスバンドの生演奏を披露し､
｢消防隊員の演奏を近くで見ることが
できてよかった｣ などの言葉が､ 音楽
を続けていく原動力になっています｡
また､ 毎年消防音楽隊の演奏を楽しみ
にしている方もおり､ 練習にも熱が入
ります｡

音楽隊としての今後の展望
　構成市町村のイベントにできる限り
出演し､ 演奏活動を通じて火災予防思
想の普及に努めていきたいと考えてい
ます｡
　今後も住民に愛される音楽隊を目指し､
隊員一丸となって精進してまいります｡
出演依頼等についてもお待ちしており
ます。（間下音楽隊長・写真上）

◆問合せ先◆　比企広域消防本部管理課　TEL 0493-23-2265

♪防災意識を高める音色のハーモニー♪　比企広域消防音楽隊



春の強風・突風にご注意を…

強風による事故の事例

　厳しい冬の寒さが和らぐ春は､ 暖かくて穏やかな気候と思わ
れがちですが､ 春の嵐と呼ばれる台風並みの強風が発生しやす
い季節です｡ 突風などによる事故は､ ２月から４月の ｢春一番｣
が吹く頃に多く､ 特に４月は年間を通じて多く発生しています｡
　家から外に出て突然､ 強風に見舞われることもありますので､
外出する際には十分注意しましょう｡

・風にあおられて転倒し､ケガをした｡
・強風により急に閉まった扉に､指を挟んで骨折した｡
・駐車場の看板が風で飛んでぶつかり､足を痛めた｡

広報ひき　第45号　平成28年３月１日発行　比企広域市町村圏組合　〒355-0073　東松山市大字上野本1300-1
　　　　　　　　　　 TEL 0493-23-9331  FAX 0493-23-9332　ホームページ  http://www.hiki-saitama.jp

強風による事故防止のポイント

→工事現場などでの仮設の看板は､
　強風により転倒して付近の歩行
　者がケガをする場合もあるため､  
　しっかりと固定。

→強風で物干しざおが落下した事例もあるので､
　特にマンションなどの高層階では注意。

→ベビーカーに乗せられたままの子どもが､強風
　にあおられて転倒する事故が発生。
　気象情報に注意して、特に天気の急
な崩れが予想される時は、外出をでき
るだけ控えるようにしましょう。

救急インフォメーション

・看板やフェンス等､ 飛ばされやすいものは固定  
　しましょう！

・ベランダにある植木鉢や物干しざおなどは､ 室
　内に取り込みましょう！

・子どもを自転車やベビーカーに乗せたまま､ そ
　の場を離れないようにしましょう！

　広報担当になって早２年。初めの年はどのような記事にす
るか、原稿はどう書けばよいか戸惑い、広報誌の完成に至る
までとても苦労しました。
　今年度は昨年培った経験を生かし、記事の作成等が少し分
かってきたと思い、上司におそるおそる見てもらった結果
…。多くの記事に手直しが入り、あえなく撃沈…。まだまだ
広報担当として未熟だと実感した瞬間でした。しかし、汗水
流し知恵を絞り出して作り上げた広報誌は、特別な思いが込
み上げてきます。
　では、そろそろ次の広報誌に掲載する情報を探しに行って
きます！  Ⓜ

◆ ◇ ◆　編集後記　◆ ◇ ◆

タテのカギ
①村上春樹の小説。「海辺の○○○」
②野球などで、攻撃と守備の交替。
③宣伝のための商品などを書いて、
　人目に付くところに置くもの。
④「バンコク」が首都の国。
⑤相手に応じて力をゆるめること。
⑪災いを避けるためのお守り。
⑫公園などにある水が吹き出るもの。
⑬学校の制服でなく、個人的な服。
⑯ウナギを食べます。「土用の○○の日」
⑰人が座るための家具。
⑲サイズ表記「S、M、○」。○に入る
　アルファベットは？

ヨコのカギ
①「負け」の反対語。
③玄関などにある傘を入れるもの。
⑥蒸気を含む空気が山を越えたときに、山の風下
　側の気温が上昇する現象。「○○○○現象」
⑦ホタル○○、スルメ○○。共通する言葉は？
⑧ジュースやコーヒーなどの飲み物が入っている
　容器。
⑨太鼓などの打楽器をたたく道具。
⑩自分の得意なことを他人に誇ること。
⑫時間の単位のひとつ。
⑭インド料理店などで、カレーにつけて食べる
　平たいパン。
⑮目の前に見える景色。
⑱兄弟のうち、一番下の子。
⑳「焼きとり」などを刺すための棒状のもの。
�英語で「微笑、ほほえみ」をあらわす言葉。

市町村名 人口 （人） 総数 男 女 世帯数（世帯）
東 松 山 市 89,595 44,914 44,681 37,816
滑 川 町 18,007 9,227 8,780 7,041
嵐 山 町 18,138 9,032 9,106 7,588
小 川 町 31,563 15,656 15,907 12,942
川 島 町 20,997 10,696 10,301 7,899
吉 見 町 19,997 10,040 9,957 7,629
ときがわ町 11,820 5,941 5,879 4,704
東 秩 父 村 3,037 1,527 1,510 1,088
合 計 213,154 107,033 106,121 86,707

市町村別人口・世帯数　平成 28 年２月１日現在

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、発送をもって代えさせていた
だきます。
◆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。なお、お寄せいただいたご
　　　　　　意見に対する個別回答はいたしません。
◆応募締切　平成28年４月１日(金）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
「シルバーウィーク」でした。
140 通応募いただき、
134 通が正解でした。
当選者への通知およびプ
レゼントは、発送をもっ
て代えさせていただきま
した。


