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■東松山市に新たな
　バーベキュー場がオープン！
　「くらかけ清流の郷」では、川遊びや
手ぶらでバーベキューをお楽しみいただけます。
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−とぴっくす HIKI −

◆問合せ先◆　
嵐山町まちづくり整備課　TEL0493-62-0713

武蔵嵐山駅大リニューアル！
　嵐山町の玄関口である武蔵嵐山駅が生まれ変わりました。
　平成26年度には、町のゆ
るキャラである「むさし嵐
丸」カラーの紫･白･赤を取
り入れた嵐山町らしさをコ
ンセプトに、東西連絡通路
及び駅舎外装の塗り替え工
事を行いました。
　また、昨年度は東西連絡通路の天井の改修と、通路及び
エレベーターの内装に写真やイラストを施したラッピング
とデジタルサイネージ(液晶画面)の設置をしました。改札
前では、嵐山渓谷の今昔風景や、60インチの液晶画面4枚

による大型画面で、嵐
山町の四季やイベント
情報を発信しています。
通路と階段には、観光･
文化･産業を中心とした
風景や施設などの写真
を使って、町の魅力を
紹介しています。

嵐山町

◆問合せ先◆　
小川町教育委員会生涯学習課　TEL0493-72-1221

　小川和紙マラソン大会　
まもなくエントリースタート！

　今年で24回目
を迎える小川和
紙マラソン。武
蔵の小京都と呼
ばれる古い街並
みを残す市街地
を駆け抜ける爽
快さ、自然の風
景を楽しみながらも起伏に富んだコースが魅力となって
います。また参加者からは、地元の方々の沿道から送ら
れる多くの声援は、背中を後押ししてくれるとの声も聞
かれます。多くのボランティアスタッフによる救護･運
営サポートにより、誰もが安心して参加できる大会であ
り、ゴール後にふるまわれる豚汁サービスも大好評です。
　そんな19年連続で全国ランニング大会100撰にも選ば
れている大会の受付が８月25日より開始となります。近
年のマラソンブームもあり、特にハーフの部は毎年すぐ
に定員に達してしまうほどですので、参加をお考えの方
は早めのエントリーをお勧めします。

小川町

○第24回小川和紙マラソン大会
開催日：12月11日(日)
会　場：埼玉伝統工芸会館(小川町大字小川1220)
種　目：ハーフマラソン/10km/5km/3km/2km/親子の部
受　付：８月25日(木)エントリー開始(先着4,500名)
申　込：RUNTES（インターネット、携帯サイト）
　　　　http://runnet.jp/

◆問合せ先◆　
堂平天文台｢星と緑の創造センター｣　TEL 080-2373-8682

　美しい星空との出会い　
堂平天文台 星空観望会

　ときがわ町にある堂平天文台は、昭和37年に東京大学
東京天文台「堂平観測所」として開設され、後に国立天
文台の施設となり日本の天文台研究を支えてきました。
　直径10.5ｍの観測ドームに設置された反射望遠鏡は、
建設当時としては国産で最大の有効口径91㎝。学術研究
のため実用性を追求して作られた装置でありながら、半
世紀を経た今ではクラシカルな美しさを感じさせます。

　施設のシンボル
でもある観測ドー
ムでは、月２回の
星空観望会を行っ
ており、宿泊も可
能です。夏休み期
間中の星空観望会
には多くの方が訪
れ、夜空に輝く星

の姿を楽しんでいます。普段とは一味違う星空の下、素
敵な時間を過ごしてみませんか。

ときがわ町

○堂平天文台星空観望会
開催日：毎月第２･第４金曜日(12月は第２金曜のみ) 
時　間：午後７時〜午後９時
場　所：ときがわ町大字大野1853
参加料：無料
申込み：要予約(各実施日の10日前から予約受付)

◆問合せ先◆　東秩父村産業建設課　TEL0493-82-1223

　東秩父村坂本地区で
は、江戸時代安政年間
から続く、村指定無形
民俗文化財の「神代里
神楽」が八幡大神社に
奉納されます。
　神楽は舞方６名、は
やし方３名で行われ、

18の座からなる舞にはそれぞれ物語があり、見る人の心
を惹きつけ、子どもから大人まで楽しめます。後半の
｢稲荷座」ではひょっとこが滑稽におどけてみせる中、
無病息災・商売繁盛などを願って縁起物の紅白餅を投げ
入れると、来場者からの歓声とともに会場は大いに盛り
上がります。最後に舞われる「八幡座」にて、神社から
の邪気を払い悪魔退散の破魔矢が射られると神楽は終演
を迎えます。
　まつりの音が響き渡る秋の山里で、村に伝わる文化の
面白さを味わってみませんか。

ひょっとこさんから福を授かろう！東秩父村

○八幡大神社　神代里神楽
日時：11月３日(木･祝)　午前10時〜午後４時頃
場所：八幡大神社(東秩父村大字坂本1541)
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　川島農産物直売所
では、地元生産者が
心を込めて栽培した
農産物や、地場産農
産物を加工した食品
等を販売しています。
８月下旬からは、県
内 １ 位 の 収 穫 量 を

誇る川島町特産品である「いちじく」が店頭に並びます。
いちじくには鉄分･カリウム･カルシウム等が多く含まれ
ており、健康果実としても知られています。市場出荷だ
けでなく、川島町以外の直売所でも販売され、大変好評
をいただいております。
　また、年間を通じて販売し
ている「川越藩のお蔵米」(コ
シヒカリ)は、安全と品質を大
切にし、有機100%の肥料と
低農薬による栽培を行ってい
ます。川島町の米は、江戸時
代にお蔵米として川越藩に献
上されており、深い味わいと粘りのある歯ごたえが魅力
です。川島町で収穫された新鮮な産地直送農産物を、ぜ
ひご賞味ください。

　滑川町の国営武蔵丘陵森
林公園では、自然の涼しさ
を体感していただくため
に、「涼風まつり」を開催
します。
　西口ひろば花畑では、涼
しさを感じられる約２万株
の「ブルーサルビア」と
「ケイトウ」がご覧いただ
けます。
　夏休みの子どもたちには、世界有数の昆虫類や標本を
展示する「世界のカブトムシ＆クワガタ展」や、実際
にカブトムシと触れ合える「びーとるランド」が好評
です。また、約2,500㎡の巨大じゃぶじゃぶ池「水遊び
場」も毎日オープンしています。

　さらに、8月21日まで
の土日と8月10日～12
日の期間、西口の一部エ
リアを午前6時30分から
特別開園いたします。緑
豊かな自然と共に、朝の
涼しい時間帯の心地よい
園内散策をお楽しみくだ
さい。

−とぴっくす HIKI −

◆問合せ先◆　吉見町地域振興課　TEL 0493-54-5027
　　　　　　　　   吉見百穴事務所   TEL 0493-54-4541

くらかけ清流の郷オープン！

　1400年前に掘られた日本一の横穴古墳群“吉見百穴”
では、夏休みの期間中、さまざまな特別企画を開催します。
　涼しい洞窟内で鑑賞する「洞窟プラネタリウム」や
「SPレコードコンサート」は、癒しのひとときを過ご
せます。ほかにも、「ものづくり体験」や｢アースアート」、
吉見町のゆるキャラ「よしみん」の故郷百穴への里帰り
など、イベント盛りだくさんです。
　期間中は楽しみがいっぱいなので、ひゃくあなイベン
トを何度も満喫しましょう。

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

森林公園「涼風まつり」開催！滑川町

○涼風まつり
期間：７月23日(土)〜９月４日(日)◆問合せ先◆　

東松山市観光協会(くらかけ清流の郷管理事務所)
TEL 0493-81-6868

　今年5月にオープンした新たなバーベキュー場「くら
かけ清流の郷」が、家族やグループなど多くの利用者で
にぎわっています。くらかけ清流の郷は、都幾川にかか
る鞍

くらかけ
掛橋周辺の緑豊かな自然の中で、川遊びや手ぶらで

バーベキューが楽しむことができるレジャースポットで
す。飛び石や遊歩道が整備され、駐車場やトイレも完備
されたため、より快適に遊べるようになりました。
　９月中旬頃には彼岸花も咲き、東松山市の新たな観光

スポットとなっ
ています。
　都幾川の自然
に囲まれたくら
かけ清流の郷に、
一度足を運んで
みませんか。

東松山市

○くらかけ清流の郷
場所：東松山市大字神戸559-1
駐車場あり(午前９時〜午後５時)
駐車料金(環境美化協力金)：普通車500円 他
BBQ用具レンタル、BBQ食材セット販売あり(要予約)
※詳細については、お問合せください。

○ひゃくあなイベント -吉見百穴夏休み特別企画-
期間：７月16日(土)〜８月31日(水)
場所：吉見町大字北吉見324

◆問合せ先◆　川島農産物直売所　TEL 049-297-0522

　川島町産の｢いちじく｣と
｢お米｣はいかがですか？

吉見町 吉見百穴　夏休み特別企画！
〜ひゃくあなイベントで盛りあがろう！〜

川島町

▼ 川越藩のお蔵米

▲ ブルーサルビア
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　　　　救急救命士ができる医療行為の範囲が拡大しています

吉見分署の水槽付消防ポンプ車と
高規格救急車を更新しました

拡大された処置の内容　救急救命士のみに許される救急救命処置は「特
定行為」と呼ばれます。救急救命士法施行規則の
改正に伴い、平成 26 年４月から救急救命士がで
きる特定行為の範囲が拡大しました。

②血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

①心肺機能停止前の静脈路確保と輸液

　今回更新された消防ポンプ車の水槽には、2000 リッ
トルの水を積載し、最新の圧縮空気泡消火装置が搭載
されています。
　高規格救急車には、心肺蘇生を行うための半自動除
細動器、人工呼吸器、安全に気道を確保する為のビデ
オ喉頭鏡などの高度救命資機材が積載されています。

　交通事故などで大量出血があった場合、血
液の代わりになる輸液を行い、状態が悪化し
ないようにします。心肺停止前に輸液のルー
トを確保しておくと、医療機関に到着してか
らもスムーズに処置ができるという利点が
あります。

　血糖測定やブドウ糖溶液の投与は、主に糖
尿病の場合です。糖尿病は血液中のブドウ糖
濃度 ( 血糖値 ) が高くなる状態を言いますが、
治療中に血糖値が下がりすぎてしまい、低血
糖になることがあります。重篤になると意識
障害や昏睡状態に陥ることがあり、救急救命
士が現場で血糖値を測定し、必要に応じてブ
ドウ糖を投与できることになりました。

◆問合せ先◆　比企広域消防本部警防課　TEL 0493-23-2267

救急救命士のみが行える「特定行為」
・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保
・チューブなどの器具を用いた気道の確保
・アドレナリン ( 強心剤 ) の投与
・気管に直接チューブを挿入する「気管挿管」

…　新たに拡大された処置　…
・心肺機能停止前の静脈路確保と輸液
・血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液投与

　比企広域消防本部では、上記の特定行為がで
きる救命士が 19 名おります。救命士のスキル
アップを図るため、特定行為研修に派遣してお
り、平成 28 年度中には管内すべての消防署・
分署に拡大された処置を行える救命士を配置す
る予定です。

◎圧縮空気泡消火装置とは？
　少量の水に環境にやさしい泡原液を加え、そこへ圧
縮空気を混合することで水の表面積を大きくし、気化
熱を利用して冷却・窒息消火する装置です。 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…
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。

◇相談時間
　午後６時３０分〜午後１０時３０分(月曜日〜土曜日)
　午前９時００分〜午後１０時３０分(日曜日､祝日､年末年始)
　※７月より相談時間が延長されました。

※ダイヤル回線､ I P 電話､
　PHS からはこちら
048-824-4199

子  ど  も
　＃８０００

電
話
番
号

大 人
　＃７０００

電
話
番
号

※ダイヤル回線､ I P 電話､
　ひかり電話､ PHS から
　はこちら
048-833-7911



◆問合せ先◆　比企広域消防本部警防課　TEL 0493-23-2267

◆問合せ先◆　比企広域消防本部予防課 TEL 0493-23-2268
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　海や川へのレジャーに出掛けられる方も多いこの時
期、注意すべきなのは、水の事故です。夏は特に子ど
もの水の事故が増えます。今回は、当組合で水難救助
を行う隊員に、水の事故を防ぐための活動や技術につ
いて、話を聞いてみました。
−事故を防ぐためにどのようなことを行っていますか−
　“ういてまて”という、水の事故から自分自身の命を守るた
めの「浮くこと」に重点を置いた、浮いて待つ技術やバイスタ
ンダー(発見者)の活動、救助隊の水難救助展示など、“うい
てまて”を実践できるように指導を行う「ういてまて教室」と
題した講習会を開き、水の事故を少しでも減らせるよう活動し
ています。
　これまでに、東松山市立市の川
小学校にて管内で初めて「ういて
まて教室」を開催したり、現在で
は管内3つの小学校や県内外の小
学校へ行き、指導をしています。
−なぜ始めようと思いましたか−
　夏になると水の事故をニュース等で多く耳にします
が、その中には浮いて助けを待っていれば助かったと
思われる事故も少なくありません。今までの水難救助
現場を思い出しながら、“ ういてまて ”の知識と技術の
普及が進めば、一人でも多くの命を救助出来るのでは
ないかと思いました。

花火遊びはルールとマナーを守りましょう

こんな事故が起きています…

〜水難事故を防ぐ“ういてまて”〜  水難救助隊員にインタビュー

　比企広域消防本部では、９月９
日の｢救急の日」にちなみ、救急業
務に対する住民の皆様への正しい
理解と認識を深めていただくため
に、救急フェアを開催します。

　秋の火災予防運動として、住民
の皆様の火災予防に対する意識を
高めていただくために、火災予防
フェアを実施します。また、管内
の小学４年生を対象に募集した火
災予防ポスターの中から優秀な作
品を展示する防火ポスター展も開
催されます。

−水の近くで気をつけることはありますか−
　水辺で遊ぶ時は、絶対に子ども一人
では遊ばないようにしてください。ま
た、ご家族の方はライフジャケット等
の浮き具を身に着けさせましょう。
−溺れてしまったときはどうすればよいでしょうか−
　万が一溺れてしまった場合は、水面で背浮きをして静か
に助けを待ってください。服を着た状態であれば空気が衣
服に溜まり、体が浮きやすくなりますので、服は着たまま
でいてください。また、
運動靴などは浮力があ
るので履いたままでい
てください。発見した
方はすぐに 119 番通
報をしてください。救
助用の装備がない状態
では、絶対に水の中に
入って救助は行わない
ようにしてください。
−今後について一言お願いします｡ −
“ ういてまて ” の知識と技術だけでなく、命の大切さ、応
急手当の重要性とその方法も合わせて広めていきたいと思
います。

おぼれた時の基本
「らっこうき」

あわてずに、らっこうき！
うかんで助けを待とう

手は横に広げ
水面上に出さない

はいてるくつは
ぬがないで！

救急フェア・火災予防フェアを開催します

◆救急フェア
日時：平成28年９月９日(金)･10日(土)
　  　 午前10時30分〜12時30分（両日）
場所：【９日】《小川会場》ヤオコーみどりが丘店
　      【10日】《東松山会場》ピオニウォーク東松山
内容：血圧測定･救急医療相談コーナー･消防音楽隊演奏･救急車展示など

◆火災予防フェア
日時：平成28年11月12日(土) 午後１時〜午後４時
場所：ピオニウォーク東松山　駐輪場
内容：消防音楽隊演奏･幼年消防クラブ出演･消防車両展示･地震体験など
◆防火ポスター展
期間：平成28年11月９日(水)〜15日(火)
場所：《東松山会場》ピオニウォーク東松山
      　《小川会場》小川町民会館（リリックおがわ）

東松山消防署
特別救助隊

正谷健策  さん

　夏の遊びのひとつとして、お
もちゃ花火が親しまれています。
しかし、おもちゃとはいえ原料
は火薬であり、危険が伴います。
誤った使い方をすると、火傷や
火災事故につながります。おも
ちゃ花火は正しく使って楽しく
遊びましょう。

▼手持ち花火の場合
・ 衣服に引火し、
  火傷した
・持っていた部分が
  暴発した

▼打ち上げ花火 ･
  ロケット花火の場合
・眼にあたって失明        
　した
・屋根の上に落ちて
　出火した

花火で遊ぶときの注意点
①花火に書いてある遊び方をよく読んで必ず守りましょう。
②花火を人や家に向けたり、 燃えやすい物のある場所
　で使用しないようにしましょう。
③風の強いときは、 花火で遊ばないようにしましょう。
④必ず水の入ったバケツを用意しましょう。
⑤大人と一緒に遊びましょう。
⑥一度にたくさんの花火に火をつけな
　いようにしましょう。
⑦正しい位置に、 正しい方法で点火し
　てください。



　皆さん、はじめまして。私は入庁してまだ４か月のルーキーですが、
さっそく広報担当になりました。何もかも初めてのことばかりで、日々の
仕事に追われているうちに、気付いたらあっという間に広報の発行日。そ
んな中、広報を作る上で苦労したのは、やはり文章。わかりやすく、良い
文章を書くことに毎日頭を悩まされました。通勤中に考えたり、家のお風
呂で湯船に浸かりながら考えたり…。そして、編集に関わった多くの人の
協力もあり、なんとか仕上げ、発行を迎えたこの広報誌が、比企管内やそ
れ以外のたくさんの人の目に触れると思うと、嬉しくもあり正直不安でも
あります。それでも、私にとって第１作目の記念の広報誌。自信を持って
送り出します｡（いってらっしゃい !! ）
　…そういえば、もう季節は夏休みですね。

救急インフォメーション

室内での熱中症にご注意ください
　真夏日や猛暑日は、熱中症に特に気を付けなければな
りません。熱中症は、炎天下の屋外で起こりやすいもの
ですが、室内にいるときでも熱中症になる可能性があり
ます。室内熱中症は、部屋の気温や湿度が高く、通気性
が悪い環境で起こりやすくなります。また、昼間だけで
なく夜間も熱中症は起こりますので、注意しましょう。

○こまめに水分補給をしましょう。
　１日の目安は大人で800～1,300mlです。
　特に子どもと高齢者の方は、多めに水  
　分を摂るようにしましょう。
　また、適度に塩分を含んだスポーツド 
　リンクは効率よく水分補給できます。

○涼しい服装を心掛けて、
　部屋の風通しを良くしましょう。
　家の２階(最上階)は窓を開けるなどして、
　熱がこもらないようにしましょう。

○エアコンや扇風機を上手に使って、
　温度調整しましょう。
　室温は28℃を、湿度は60～70%を目安
　に管理しましょう。
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市町村名 人口 (人) 総数 男 女 世帯数（世帯）
東 松 山 市 89,697 45,007 44,690 38,184
滑 川 町 18,140 9,274 8,866 7,173
嵐 山 町 18,142 9,055 9,087 7,664
小 川 町 31,304 15,536 15,768 12,956
川 島 町 20,881 10,625 10,256 7,959
吉 見 町 19,896 9,970 9,926 7,678
ときがわ町 11,724 5,902 5,822 4,706
東 秩 父 村 3,016 1,520 1,496 1,086
合 計 212,800 106,889 105,911 87,406

市町村別人口・世帯数　平成 28 年７月１日現在

こんな症状は熱中症のサイン

　室内熱中症を防ぐためには…

気温の高い日は無理をせずに、体調の不良を感じたら、
早めに医療機関に相談しましょう。

脚やおなかの
筋肉のけいれん

判断力
集中力の低下
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 吐き気 

だるい
汗が
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めまい
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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９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

※大文字・小文字の区別はありません。

前回の答えは
「フェスティバル」
でした。
197 通応募いただき、
181 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。

タテのカギ
①高速道路で休憩する場所｡「サービス○○○」、 
　｢パーキング○○○」。
②体の一部である「首」を英語で言うと？
③家の主人や家族が住む主な建物。
④今年の干支は？
⑦お祭りに行くと並んでいます。何を買おうか
　迷いますね。
⑨テレビよりこちらを好む人も。最近はスマホ
　で聴く若者も増えているとか。
⑩春夏秋冬。日本にはこれがあります。
⑫水木しげるの漫画作品｡「ゲゲゲの○○○○」｡
⑬日本語の表記のしかた。ひらがな、カタカナ、
　もう一つは？
⑭将棋などで、あとに攻める人。
⑮進路で分かれます。文系かこちらか。最近は
　この女子が注目されたりも。

ヨコのカギ
②子どものこれを見ると癒される人
　もいるのでは。
⑤体から意識が離れる不思議な現象。
　「幽体○○○」。
⑥ファッション雑誌などで表紙や
　誌面を飾る人。
⑧光がない場所。夏は特に怖いです。
⑪かけ算の答えのこと。
⑬暑い日には、ひんやり冷たいこ
　れが食べたい。
⑯冷たいものを置いておくと、水滴
　がつきます。
⑰海外旅行から帰ってくると「○○
　ボケ」になります。
⑱数字の「0」の読み方。「ゼロ」は
　英語。日本語では？
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