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ときがわ町

ときがわでみかん狩りと
そば打ち体験！

ときがわ町の秋の味覚の1つ
は、みかんです｡弓立山のなだら
かな斜面にあるみかん園では、
温州みかんを中心にさまざまな
柑橘類を栽培しています｡みかん
狩りが楽しめ､甘みと酸味のバラ
ンスがよい小粒の｢福みかん｣も
人気です。自然に触れながら､美
味しいみかんを堪能してみては
いかがでしょうか。
また､｢いこいの里大附｣では､地元のそば打ち講師の指
導のもと､そば打ち体験が楽し
めます｡自分で打ったそばの味
は格別｡お食事のみの利用も可
能です｡館内はときがわ産の木
材で内装され､みかんや地元の
農産物､工芸品なども販売して
います。

○大附みかん山
場所:いこいの里大附 北側
営業期間:10月中旬頃〜12月下旬頃(生育状況により変動します)
問 ときがわ町産業観光課 ☎0493‑65‑1521㈹
○いこいの里大附
場所:ときがわ町大附425
営業時間:午前10時〜午後２時(木曜定休)
そば打ち体験:予約制･有料
問 いこいの里大附 ☎0493‑65‑0322

川島町

いちじくの加工品！
ドレッシング＆焼肉のたれ

川島町では、特産品であるいちじくの生産･販売に、生
産者･町･農協が一体となって取り組んでいます。
川島町いちじく生産組合では、市場出荷に向けた栽培技
術の向上、規格･出荷体制の研究を行い、平成28年度の出
荷量は約43トンで県内１位を誇ります。
川島産いちじくは川島農産物直売所や近隣の百貨店など
で販売され、町内でも、農家による直売が行われており、
新鮮ないちじくを誰でも購入することができます。
埼玉中央農業協同組合では、６次産業化の取り組みとし
て、いちじくの甘みや酸味を活かしたドレッシングや焼肉
のたれなどの加工品も販売しています。町特産のいちじく
を豊富な味わい方で、ぜひご賞味ください。
問

東松山市

しっとり、なめらか♪
ぽろたん栗ロールケーキ｢ポロール」

東松山市内のポロタン･オリー
ブ農園では、ぽろたん栗を栽培し
ています。「ぽろたん」は一粒30
グラム前後と和栗の中では大きめ
の品種で、加熱すると、鬼皮と渋
皮が ぽろっと むけることから
その名がつきました。このぽろた
ん栗をペースト状にし、スポンジ
ケーキで巻いたロールケーキ「ポ
ロール」はしっとり、なめらかな
味わいで大好評です。昨年収穫し
たものはすでに完売。今年９月に
収穫したものが11月頃から販売開始予定です。
また、同じぽろたん
栗を使用し、さらに生
クリームとカスタード
で包んだ「プレミアム
ポロール」が新たに登
場しました。東松山農
産物直売所「いなほて
らす」でお買い求めい
ただけますが、どちら
も人気商品ですので、
お早めにどうぞ。
▲プレミアムポロール

問

東松山農産物直売所｢いなほてらす｣
☎0493‑24‑3157

吉見町

「まいねっとよしみ」
吉見町産のお米をネットで注文できます
まい

吉見町は、平成27年に「米
ネットいちごの里よしみ協議会」
を設立し、お米をインターネッ
トで購入する方の需要による消費
拡大と稲作農家の新たな販路拡大
の支援を目的とした、吉見町産米
ネット販売消費拡大事業を推進し
ています。
吉見町産米販売サイト「まい
ねっとよしみ」では、こだわり農
家が丹精込めて作ったお米が、ネット上で誰でも気軽に
購入できます。農薬や化学肥料を一切使用しない有機栽
培米なども販売し、おいしいお米の炊き方なども紹介し
ています。3年目を迎えた今年
もお客様に満足していただくた
めに、すべての会員が真心を込
めて作り、安心で安全な美味し
いお米を提供していきます。ぜ
ひこの機会にご賞味ください。

まいねっとよしみ
http://www.mainet-yoshimi.jp/

川島農産物直売所 ☎049‑297‑0522

｢まいねっとよしみ｣または
まい

｢米ネットいちごの里よしみ協議会｣で 検索

問
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まい

米ネットいちごの里よしみ協議会 ☎0493‑81‑7799

−とぴっくす HIKI −
嵐山町

嵐山渓谷で紅葉を満喫しませんか？

嵐山渓谷は、岩畳
と槻川の清流、周囲
の木々が見事な景観
を織り成す景勝地で、
京都の嵐山によく似
ているため、本多静
六博士が｢武蔵嵐山｣
と命名したのが始ま
りです。
槻川の下流には､「るるぶ.com」BBQ&キャンプ場人気
スポットランキング2017において、全国１位に選ばれた
「嵐山渓谷バーベキュー場」があり、毎年多くの来場者で
賑わっています。
これからの季節は、平成27年に約300本植栽されたイロ
ハモミジが渓谷を紅色に染め、息を呑むほどの絶景が目を
奪います。また毎年、紅葉の時期には「嵐山渓谷紅葉まつ
り」が開催され、多くの方が紅葉を楽しみに訪れています。
今年は11月18日から12月10日の期間で開催し、12月２日と
３日には嵐山渓谷バーベキュー場で「ウォーク＆グルメ」
というイベントも開催されます。このイベントでは、嵐山
町のＢ級グルメである「辛モツ焼そば」や､ゆるキャラの
｢むさし嵐丸｣をかたどった｢嵐丸焼き｣
などが販売されます｡

○嵐山渓谷バーベキュー場
場所:嵐山町鎌形2857
時間:午前８時30分〜午後５時
問

東秩父村

昨年10月「東秩父村和紙の里」がリニューアル
オープンし、「道の駅 和紙の里ひがしちちぶ」が誕
生しました。新たな村の拠点となった東秩父村和紙
の里では、11月３〜５日の３日間､道の駅1周年記念
イベントが予定されています。
て す
また、「細川紙」の手 漉き和紙技術がユネスコ無
形文化遺産に登録されてから3年目となる今年は、ユ
ネスコ登録日の11月27日を｢東秩父村手漉き和紙の
日｣と定め､11月25･26日に「和紙フェス2017 in 東秩
父村」が開催されます。
記念イベント盛りだ
くさんの東秩父村和紙
の里は、新たな楽しみ
や驚きが満載。11月25
日はバス(イーグルバ
ス)での来場者に｢バス
得チケット｣を配布しま
すので､ぜひバスを使っ
バスターミナル て秋の東秩父村へお越
しください。

○道の駅 和紙の里ひがしちちぶ
場所:東秩父村御堂441
※イベント詳細については、お問い合わせください
問

東秩父村産業建設課 ☎0493‑82‑1223

嵐山渓谷バーベキュー場(12月10日まで) ☎0493‑62‑8844
滑川町

小川町

小川町商工祭で魅力再発見！

今年も11月３日に
小川町商工祭が盛大
に開催されます｡今
年は３年ぶりに小川
町役場前に会場が移
され、「小川町を遊
びツクセ！｣をテー
マに新しいイベントも盛りだくさん｡初出店のお店もあり､
参加団体多数出店されていますので､各テントごとに違った
展示やグルメを楽しむことができます。
本部テントでは毎年恒例のお楽しみ
抽選会が行われ、当たりが出ると、大
好評の焼きたてアツアツの焼きいもを
プレゼント。
秋晴れの中､小川町の商工業､伝統産
業にふれながら､一日楽しんでみてはい
かがでしょうか｡文化の日は小川町へお
越しください。

○第39回小川町商工祭
日時:平成29年11月３日（金･祝）
場所:小川町役場前（小川町大塚55）
問

道の駅
「和紙の里ひがしちちぶ｣
１周年！

小川町商工会 ☎0493-72-0280

秋を彩る滑川町最大イベント｢滑川まつり｣が､総合
運動公園多目的グラウンドにて、11月３日に開催され
ます｡会場では、各団体による模擬店が多数出店し、
地元で採れた野菜や果物の販売をはじめ、赤飯やお
にぎり、豚汁のサービスやスタンプラリーなども行わ
れ、毎年大勢の人で賑わいます。
また、町と相
互交流宣言を締
結している宮城
県松島町が会場
に駆けつけ、新
鮮な海の幸を提
供、その場で焼
か き
いた牡蠣やホタ
テは、長蛇の列
ができるほどとても人気です。
別会場では、文化祭や図書館まつり、健康フェス
ティバルも開催され、見所満載です。
ご家族やご友人をお誘いあわせのうえ、滑川まつり
にお出かけください。

○第37回滑川まつり
日時:平成29年11月3日（金･祝）
場所:滑川町総合運動公園（滑川町福田715-1）
問
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町のビッグイベント
「滑川まつり」

滑川町産業振興課

☎0493-56-6906

少年 ･ 少女消防体験入隊が行われました

住宅用火災警報器は
どこにつければいいの？

小学６年生を対象とした消防体験入隊が下記の日程で
行われ、総勢118名が参加し、放水訓練や救急･救助訓練
を体験しました。
◇平成29年７月24日(月)@小川消防署，25日(火)@東松山消防署

設置場所でお悩みの方に、
住宅用火災警報器の取付け場所をご紹介します！
○火災警報器の主な設置場所
▼寝室
就寝中は火災の発見が遅
れ、死に至る危険性が高い
ため取付けます。

▼階段
避難の妨げとなる煙が集ま
りやすい場所のため取付け
ます。

○住宅に取付ける場所 ( 例 )
階段
寝室

階段

子供部屋

居室

子供部屋 義務設置 （煙式）

風呂

居室

廊下

台所

寝室

義務設置 （煙式）

台所

努力設置 （熱式）

廊下
○火災警報器の取付け位置
▼天井の場合
警報器の中心を壁から 60㎝
以上離して取付けます。

義務設置 （煙式）

条件により
（煙式）
義務設置

▼壁面の場合
天井から 15㎝ 以上 50㎝ 以
内に警報器の中心がくるよ
うに取付けます。

15 ㎝

60㎝以上

50 ㎝

設置可能範囲

取付け支援を行っています

消防署からのお願い
◆もし誤って119番に電話をかけてしまったとき
は、無言で切らずに、「間違いました。」と伝えて
ください。
無言のまま切ってしまうと、通信指令室では万が
一の事態を想定して、確認の電話や消防車･救急車を
出動させる場合があります。
◆119番で救急要請を受信すると、多くの方から
「サイレンは鳴らさないで来てください。」とお願
いされることがあります。
しかし、救急車は赤色灯をつけてサイレンを鳴ら
すことが法律で定められているためできません。サ
イレンを鳴らさなければ、普通の車と同じ扱いとな
り､現場や医療機関に迅速に向かうことができなくな
ります｡救急車出動時のサイレン吹鳴にご理
解とご協力をお願いします｡

比企広域消防本部では、住宅用火災警報器(以下、｢住
警器｣)の取付けを希望される対象世帯に、消防職員がお
伺いして設置する支援を行っています。
①支援内容
住警器の取付け作業 ( 法令に基づ
き、寝室及び階段の天井又は壁 )
②対象世帯
当消防本部管内の住宅で、住警器
の取付けをすることが困難な高齢
者や障がい者世帯など
③対象とする住警器
電池式 ( 煙式 ･ 熱式 ) で、電気工
事を要さないもの。
④訪問可能時間
【平日】午前 9 時 30 分〜午後 4 時
⑤申込方法
申込書兼承諾書に必要事項を記入し、取付け希望日の
2 週間前までに最寄りの消防署 ･ 分署へ提出してくだ
さい。
( 受付時間 : 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分 )
⑥その他
取付け支援に、費用は一切かかりません。
住警器は事前に購入 ( 準備 ) し、機器の種類、設置場
所などについては事前にお問い合わせください。
災害などにより取付けに行けない場合、日程を変更さ
せていただくことがあります。
問 比企広域消防本部予防課

［4］

☎0493‑23‑2268

救急電話相談が新しく変わります【＃ 7119】

平成 29 年 10 月から埼玉県の救急電話相談を 24 時間 365 日で実施します。全国共通
ダイヤル「#7119」を導入し、大人や子どもの相談に対応するとともに医療機関の案
内をいたします。急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機関を受診すべき
かどうかなどをアドバイスしますので、判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。

いままで

これから

電話番号

電話番号

人

＃７０００

子ども

＃８０００

大

大人も子どもも
同じ番号です！

＃７１１９

10 月１日から

※ダイヤル回線､IP 電話､ PHS からは
048‑824‑4199 へおかけください

相談時間

相談時間
夜間 ･ 休日のみ

毎日 24 時間

※ 10 月 1 日 ( 日 ) 午前 9 時開始予定
※従来の番号 ｢#7000｣ ｢#8000｣ もご利用いただけます。

※利用上のお願い
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
参考としていただくものですので、あらかじめ御理解のうえ利用ください。

救急車の適正利用にご協力をお願いします。

火災予防フェア
を開催します

日時:平成29年11月11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

問

消防車両が更新されました
東松山消防署

指揮車

滑川分署

高規格救急車

小川消防署

水槽付消防ポンプ車

ときがわ分署

高規格救急車

車両展示･地震体験など

新斎場の整備について

完成予想図
当組合にて進めております東松山斎場施設整備事業
については、本年より設計業務に着手し、７月に基
本設計が完了いたしました。概要については、組合の
ホームページで確認できます。
今後は来年度からの施工に向け、実施設計にてさら
に詳細な設計を行い、施設のコンセプトである「周辺
環境と調和し、厳かに故人と最後のお別れをし、冥福
を祈るのにふさわしい場」として、新斎場整備を推進
してまいります。

小川 ･
水槽付消防ポンプ車

ときがわ ･
高規格救急車

違反公表制度が始まります

問 比企広域消防本部予防課

☎0493‑23‑2268

埼玉県保健医療部医療整備課 ☎048‑830‑3559

比企広域消防本部では、建物を利用する方が、建物の危
険性に関する情報を入手できるよう、立入検査の際に確認
した重大な消防法令違反をホームページにより公表する制
度を平成30年度より実施する予定です。

●公表の対象となる建物
飲食店･物販店舗･病院･社会福祉施設等の不特定多
数の方が利用する建物
●公表の対象となる違反
建物に義務付けられた消防設備(屋内消火栓設備･
スプリンクラー設備･自動火災報知設備)が設置されて
いない重大な消防法令違反
●公表する内容
①建物の名称 ②建物の所在地 ③違反の内容
問

［5］

比企広域消防本部予防課

☎0493‑23‑2268

救急インフォメーション

手洗い でノロウイルス対策！

感染力の強いノロウイルス

ノロウイルスは、毎年秋から流行する感染性胃腸炎の原因と
なります。10 月頃から増え始め、冬に流行のピークをむかえます。特に学
校など人が集まる場所で集団感染が起こりやすく、感染した人が家庭にウ
イルスを持ち帰り、家族に拡がってしまうことがあります。ご家庭内の感
染を防ぐために、正しい予防と対策をしましょう。

手洗いで予防を

手洗いはウイルスを
減らす最も有効な方法
です｡また､｢２度洗い｣
をすると10万分の1未満
までウイルスを減らす
ことができます。帰宅
時や調理前､食
事前､トイレの
後に流水と石鹸
による手洗いを
しましょう。

しっかり手洗いを実践！
石鹸洗い

主に人の手指や食品などを介して感染
します｡ノロウイルスは感染力が非常に強
く､感染者の吐物などに含まれる数百万〜
数億個のうち、わずか10
〜100個程度で感染しま
す。特に抵抗力の弱い子
どもや高齢者は注意が必
要です。

水洗い

→ ・ ・ ・

・ ・ ・ → すすぎ → 乾燥

流水で
軽く洗う

よく泡立て、手の甲 ･ 手のひら ･ 指の間 ･ 親指 ･ 手首まで

清潔な
流水で
タオルなど
よくすすぐ
で拭く

｢2 度洗い｣ すると効果ばつぐん！

ヨコのカギ

①ことわざ「天高く馬肥ゆる○○」。
②平成の次は何になるか気になります。

タテのカギ

※大文字・小文字の区別はありません。

①濃いかな？薄いかな？試してみましょう。
②アポロ 11 号が降り立ったのは？
③2020 年は東京○○○です。
④さるかに合戦に登場し、屋根から飛び降りてさる
を懲らしめます。
⑧釣りに使う道具。
⑩「団塊○○○」、「ゆとり○○○」。
⑫日本の伝統芸能の 1 つ。寄席に行くと見られます。
⑬みかんやレモンは何類？
⑭山の上り下りの境目。
⑯大きいことを「○○い」とも言います。
由来は「どいかい」という説も。
⑱童謡です。「○○ · ○○ · ○○ 蜂が飛ぶ〜♪」
（共通する 2 文字）
⑲リットルを表すアルファベットは？

《お詫びと訂正》
広報ひき第47号(平成29年２月１日発行)に誤りがありました。
【訂正箇所】
P.２ -とぴっくすHIKI- 東秩父村 道の駅誕生！和紙の里ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ
ﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ TEL 誤）0493-81-7816 正）0493-81-7815
読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深く
お詫び申し上げます。

編集後記

◆◇◆

お久しぶりです、２年目になりましたルーキーです。なぜ２
年目なのにルーキーかって？実は4月に異動になったことで、
ルーキー ２回目 を迎えたのです。そんな今年度がスタート
してから、三十路になったり、甥っ子が生まれてオジさんに
なったりと、激動しています。ですが、引き続き広報は私が担
当します。（実はこの広報のどこかに写りこんでいたりも…。）
ちなみに今回、食欲の秋ということで食べ物を特集しました
が、少食な私は芸術の秋派です。音楽や美術はもちろんです
が、日常的なものに美を見出すのも面白いですよ。例えば…電
柱とか。天高し秋空の中で美を探してみては。
き

広報ひ き

第48号

⑥ふさふさの尻尾が特徴の動物。エサ
をほおばる姿が可愛いですね。

⑦カトリック教会で主に日曜日に行わ
れ､一般参加もできる典礼儀式。

⑨その立場における、ものの考え方や
捉え方。

⑪アムステルダムやロッテルダムなど
の都市がある国。

⑮子は親に似ます。

⑰赤ちゃんが生まれて最初にあげるのは？
⑳甘いのと渋いのがある果物。

㉑ギターはこれを張らないと音が鳴り
ません。

㉒やや紫を帯びた鮮やかな青は何色？

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29年10月31日(火）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
「ダイトウリョウ」
でした。
206 通応募いただき、
200 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。

◆◇◆

⑤この木から出る天然樹脂は ○○ヤニ ｡

市町村別人口・世帯数

市 町 村 名 人口 ( 人 ) 総数
東松山市
90,104
滑 川 町
18,441
嵐 山 町
17,957
小 川 町
30,799
川 島 町
20,614
吉 見 町
19,509
ときがわ町
11,530
東秩父村
2,931
合
計
211,885

男
45,317
9,427
8,960
15,282
10,505
9,792
5,794
1,483
106,560

女
世帯数（世帯）
44,787
39,032
9,014
7,353
8,997
7,721
15,517
12,998
10,109
8,054
9,717
7,694
5,736
4,713
1,448
1,085
105,325
88,650

平成 29 年９月１日現在

平成29年９月30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

