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救急隊員の知識と技術の
さらなる向上をめざして

－とぴっくす HIKI －
滑川町

都心から１時間で田舎体験

川島町

都心から1時間、豊かな自然が広がる滑川町で農業体
験ができる「農泊ツアー」を、滑川町農泊推進協議会が
企画･開催しています。これまでに田植えや稲刈り、野
菜や果物の収穫、うどん打ち、そば打ち、干し柿作り、
もちつき大会、しめ縄作りなど季節に合わせて様々な体
験型イベントを開催してきました。
田舎ならではの貴重な体験は、普段農業に触れること
がない子どもたちの思い出づくりやシニアの方の新たな
楽しみとして、幅広い世代に好評となっています。
ホームページでは、現在
募集中のイベントやこれま
で開催したイベントの様子
がご覧いただけます。
そば打ち体験の様子

川島町では、
JA埼玉中央と
連携し、町の特
産品である「い
ちじく」を使用
した飲食店向け
のジェラートを
開発しました。
いちじくジェ
ラートの特徴
は、冷凍いちじくを皮ごと使用していること。また埼玉
県産の生乳も使用しており、いちじくそのままの味をお
楽しみいただけます。
いちじくジェラートは、川島農産物直売所で販売され
ているほか、町内の飲食店でも提供していますので、
ぜひご賞味ください。取扱い飲食店については、川島町
ホームページをご覧ください。
問

吉見町

http://nouhaku-namegawa.com
滑川町産業振興課 ☎0493-56-6906

小川町七夕まつり 70 周年！

今年で70周年を
迎える小川町七夕
まつり。1300年
の歴史を持つ小川
和紙をふんだんに
使った色彩豊かな
竹飾りの数々が、
来場者をお出迎え
します。
たくさんの楽しみが詰まったお祭りでは、軽快なリズム
いにしえ
で気分を盛り上げる祭ばやし、古より続く小川七夕おど
り、見るものを圧倒する屋台の引き回しなどが行われ、大
きな見どころとなっています。
さらに、七夕まつり初日には花火大会も開催され、仙元
山中腹にある見晴らしの丘公園から打ち上げられる花火の
数々は、必見の価値ありです。
第70回を記念するイベントの計画も着々と進行中。夏の
素敵な思い出作りに、小川町七夕まつりへ足を運ばれてみ
てはいかがでしょうか。

○第70回記念小川町七夕まつり
日時：平成30年7月28日(土)･29日(日)予定
場所：小川町駅周辺
問

川島農産物直売所 ☎049-297-0522
川島町農政産業課 ☎049-299-1760
http://www.town.kawajima.saitama.jp

｢農泊 滑川｣で 検索

問 滑川町農泊推進協議会

小川町

いちじくがジェラートになりました！

小川町七夕まつり実行委員会事務局
☎0493-72-0280
小川町商工会
小川町にぎわい創出課 ☎0493-72-1221

よしみの「さくらまつり」と
“いちご狩り”♪

吉見町では、桜の開花に合
わせて百穴構内と百穴前の桜
土手をライトアップする「吉
見百穴さくらまつり」が開催
されます。4月7日には、百穴
の無料開放と観覧時間の延長
を行い、さらに今年は福島県
猪苗代町の物産展をはじめ、郷土芸能披露、夜桜ライブな
ど百穴の桜を満喫できるイベントが盛りだくさんです｡
また、この時期は埼玉県生産量
第1位を誇る“吉見いちご”が最
盛期を迎え、農産物直売所は連日
多くの人で賑わいます｡吉見いち
ごを思う存分味わえるいちご狩り
も大人気で、町外からも多くの人
が訪れています。
ぜひ、吉見百穴の桜と絶品の吉見いちごを堪能しにご
家族やご友人と訪れてみてはいかがですか。

○吉見百穴さくらまつり
ライトアップ：平成30年3月24日(土)～4月15日(日)
午後5時～午後9時
イベント：4月7日(土) 午前10時～午後９時（入場無料）
百穴構内入場可
場所：吉見百穴構内･吉見百穴前桜土手
○よしみのいちご狩り
期間：～5月中旬 入園料：有料
場所：町内3園
※いちごの状況については、お問合せください
問 吉見町地域振興課 ☎0493-54-5027

［2］

－とぴっくす HIKI －
ときがわ町

７種の花咲く新名所「くぬぎの七曲」
くぬぎだいら

ときがわ町 椚 平
地内にある小道「く
ななまがり

ぬぎの七曲」には、7
種類もの花が月替わ
りに開花します。
これは11年前に、
地域の活性化団体

いずみはら

「泉 原集いの会」が「花咲くくぬぎ」をテーマに植樹･植
栽をしたもので、花木が成長した昨年2月に観光スポット
として誕生しました。2月のロウバイに始まり、スイセン、
花桃、河津桜、ミツバツツジ、菜の花、アジサイが開花し、
里山を彩ります。小道は「七曲」という名前の由来通り、
7つに曲がりくねりながら、幹周り6メートル超の巨木が地
こえざわいなり

面まで届く枝を垂らす「越沢稲荷の大スギ」に繋がります。
くぬぎの七曲に隣接した｢く
ぬぎむら体験交流館｣は、幅の
広いうどん「ひもかわ」が味わ
える施設。散策をしたあとは、

東秩父村坂本地
区の二本木峠では、
毎年5月5日の山開
きの頃、真っ赤に
燃えるような山ツ
ツジが満開を迎え
ます。山の木洩れ
日が射し、光に映
し出される山ツツジは心にぬくもりを与え、さらに
新緑の木陰で見ると紅の深みが増し、まるで地上の
とりこ
太陽の様。一度見たらあなたもこの虜 になるかもし
れません。
山開きでは祭典終了後、例年フラダンスサークル
の「スイートハート」が山ツツジの紅に彩りを添
え、バンド演奏や和太鼓演
奏、歌謡ショーなども催さ
れ、多彩な山里を感じるこ
とができますので、ぜひお
出かけください。

場所：東秩父村坂本749

温めましょう。

○くぬぎの七曲
場所：くぬぎむら体験交流館 西側
問
ときがわ町産業観光課 ☎0493-65-1521㈹
○くぬぎむら体験交流館
場所：ときがわ町椚平179-2
営業時間：午前11時～午後２時(水曜定休)
問
くぬぎむら体験交流館 ☎0493-67-1571

関東最大級のラベンダー農場
「千年の苑」

嵐山町では嵐山渓谷バーベキュー場の東側農地に、ラベ
せんねん
その
ンダー農場「千年の苑」事業を展開中です。
「千年の苑」事業は、４年間で10.5ヘクタール、約７万
本のラベンダーの植え付けを予定しています。完成すれば
北海道富良野を除けば日本最大の観光ラベンダー農場とな
ります。
現在約６ヘクタール、４万
本のラベンダーの植え付けが
完了しています。６月上旬か
らの開花時期には、壮大な景
色と香りを、７月上旬まで楽
しむことができます。ラベン
ダーの開花情報やイベント情
報は嵐山町ホームページでお
知らせします。

○ラベンダー農場「千年の苑」
場所：嵐山町渓谷バーベキュー場東側農地（嵐山町鎌形2857付近）
※開花期間中臨時駐車場あり
問

山ツツジが咲く紅い春

○二本木峠の山ツツジ

野菜たっぷりのひもかわで体を

嵐山町

東秩父村

嵐山町環境農政課 ☎0493-62-0719
http://www.town.ranzan.saitama.jp

問

東松山市

咲き誇る大輪の花々
「ぼたんまつり」

東松山市では、毎年東松
山ぼたん園と箭弓稲荷神社
ぼたん園で4月中旬から5
月上旬にかけてぼたんまつ
りが開催され、美しく咲き
誇る色とりどりのぼたんを
ご覧いただけます。
東松山ぼたん園は、大型複合遊具･芝生広場･展望台･
マーケットデッキなどを整備し、様々な世代の方に
年間を通して楽しんでいただける公園として4月にリ
ニューアルオープンします。期間中は、ぼたんの育
て方教室やスタンプラリーな
ど、大人から子どもまで楽し
めるイベントを開催します。
また、東松山駅からの臨時送
迎バスも運行されます。ご家
族やご友人とぜひお出かけく
ださい。
○ぼたんまつり
【東松山ぼたん園】
日時：平成30年4月21日(土)～5月6日(日)
場所：東松山市大谷1148-1
入園料：有料期間あり（開花状況により決定）
【箭弓稲荷神社ぼたん園】
日時：平成30年4月20日(金)～5月7日(月)
場所：東松山市箭弓町2-5-14 入園料：無料
問

［3］

東秩父村産業建設課 ☎0493-82-1223

東松山市商工観光課 ☎0493-21-1427
東松山市観光協会
☎0493-23-3344

小川消防署東秩父分署が新築移転しました
この度、東秩父村御堂地区に小川消防署東秩父
分署の新庁舎が完成しました。
旧東秩父分署は、昭和49年5月に小川地区消防
組合第3分署として業務を開始しました。開署以
降43年が経過し、建物の老朽化に加え、増大す
る消防救急業務に対応するために新庁舎建設に至
りました。
新庁舎は、敷地面積2,473.69㎡、延床面積は
449.10㎡の鉄骨造2階建て、消防車両の配備に
ついては、水槽付消防ポンプ自動車1台、高規格
救急車1台となります。
また、消防力の更なる充実強化を図るととも
に、再生可能エネルギーを利用した太陽光発電や
非常用自家発電機の設備により、CO₂を削減し
環境にやさしく、ライフラインを確保した災害に
強い庁舎となっています。
今後とも、地域の皆様の信頼に応えるよう日々
の業務や訓練に、より一層励んでまいります。

○小川消防署東秩父分署

所 在 地 ：東秩父村御堂541ー1
敷地面積：2,473.69㎡
建築面積： 287.90㎡
延床面積： 449.10㎡
構
造：鉄骨造地上2階建
問 比企広域消防本部管理課

救急電話相談は ＃ 7119

住宅用火災警報器
取付け支援を行っています

平成29年10月より埼玉県の救
急電話相談を24時間365日で実
施しています。全国共通ダイヤル
「#7119」は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。

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
伺いして設置する取付け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
者や障がい者世帯等
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 ) が必要です。
災害等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

☎0493-23-2268

☎0493-23-2265

電話番号

＃ ７ １ １ ９
※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

毎日 24 時間
※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。
問 埼玉県保健医療部医療整備課

［4］

☎048-830-3559

救急技術審査会開催

指導救命士にインタビュー

表紙写真

平成29年10月31日･11月1日の２日間で管内全ての
救急隊を対象に、救急技術審査会を実施し、救急隊員
全体の知識･技術のレベルの底上げを図りました。近
年少子高齢化が進む中、救急出動が増加の一途を辿
り、症例も多様化しています。一方、大量退職に伴い
救急隊員の年齢層は若年化し、経験豊富な救急隊員が
減少しています。その状況下で、救急救命士が行える
処置の範囲も拡大し、住民からの期待も大きいものと
なっています。
若い救急隊員はこの審査会で経験豊富な隊長･救急
救命士の活動を目の当たりにし、刺激を受けた様子で
した。さらに不足している知識･技術に関しても確認
することができ、研鑽を重ねていく必要があると再認
識しました。

指導救命士は､メディカルコントロール体制において医師と
連携して救急業務を指導します｡埼玉県では平成29年度から
指導救命士制度を発足し､当消防本部からは２名の指導救命士
が埼玉県メディカルコントロール協議会より認定されました。

尾㟢 雅夫さん

舩戸 裕志さん

Q. やりがいは何ですか？
尾㟢 救急隊が現場活動をスムーズに行えるような環境づ
くりを整えることです。
Q. 大変なことはありますか？

警防技術活動訓練実施
平成29年11月
7･8日に警防技
術活動訓練を実
施しました。所
属毎に部隊を編
成し、消防活動
に必要な各種資
器材の活用要領と操作の熟知、技術の向上を図り、特
に迅速さを意識した実践的な訓練を実施することで、
状況変化の対応力を習得することができました。

新たな斎場の整備について

舩戸 医療現場の新しい情報や知識を吸収し理解していか
なければなりません。常にアンテナを高くし、日々の自己啓
発に励みます。
Q. 今後どのように活動していきますか？
尾㟢 知識や処置の技術面は厳しい訓練をこなし、スキル
アップはできていると感じますが、現場経験値に不安感があ
るようで、少しでもそれを取り除くための方策を自身が日々
勉強して具体的に考え、今後は救急救命士や救急隊員にコン
パクトに教育 ･ 指導していきます。
舩戸 シミュレーションや検証会にて、それぞれの立場や
役割に応じた教育の実施や組織全体として整合のとれた指導
体制の構築を目指します。今後はデータベースの作成や統計
的手法を用いて客観的な問題点 ･ 改善点を抽出し、資料作成
等を並行して実施していきます。

消防車両が
更新されました

完成予想図

▽小川消防署
高規格救急車

灯油が残ってしまったら…
寒い時期に使い切らず残った灯油をどのように処分され
ていますか？古くなった灯油は変質してしまい、その灯油
を使うと不完全燃焼を起こしやすく、また故障などの原因
になります。

●灯油販売店やガソリンスタンドに依頼する

東松山斎場施設整備事業については、新たな斎場の
設計業務を進めてまいりましたが、この度、詳細な図
面や工事費の積算を行う実施設計が完成いたしました。
今後は施工業者を選定し、本年9月からの工事着工に
向けて準備を進めてまいります。実施設計の内容につ
いては当組合ホームページにてご確認ください。
問

比企広域市町村圏組合総務課 ☎0493-23-9331

灯油を購入した場所へ持ち込む方法です。レシートや購
入したことがわかる証明書を持参すると、引き取ってもら
える場合があります。持ち込む際は処分の取り扱いをして
いるか事前に問い合わせ、その処分費用などについても必
ず確認してください。

●換気しながら使用する

窓を開けて換気しながらファンヒーターを使用したり、
庭などの広い屋外で安全を確認して、灯油を使い切るとよ
いでしょう。
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

新生活を始めるときは
“家具転対策”
！

＂家具転対策＂とは？

地震の揺れでケガを
しないために、家具な
どを固定したり、落下
防止措置を行う「家具
類の転倒･落下･移動防
止対策」の略称です。

進学や就職、引っ越しなどで新生活が始まる季節です。家具を新たに
設置する時などは、いつ起こるかわからない地震に備え、家具類に“家
具転対策”をしましょう。対策をしていないと、地震の時に家具類が転
倒して、ケガや火災など危険につながる可能性が高くなります。身の回
りの家具をもう一度確認して、まだ対策をされていない場合はもちろん、
自宅だけでなくオフィスなどでも行いましょう。

“家具転対策”をやってみよう！～対策例～

家具類の転倒･落下･移動での被害

■ケガ 近年の地震では約3割～5割
の人が家具類の転倒･落下･移動によ
るケガをされています。
■火災 ストーブ等に家具類が転倒
したり、収容物が落下するなどして
火災が発生します。
■避難障害 転倒した家具が扉や窓
をふさぎ、逃げられず室内に閉じ込
められてしまうことがあります。

対策の基本は、ネジによる固定です。また、ネジが不要
なつっぱり棒とストッパー式を組み合わせて設置すること
でも効果があります。
地震から大切な命を守るために、家具転対策を積極的に
実施しましょう。
つっぱり棒（ポール）
扉解放防止器具
ガラス飛沫
防止フィルム

Ｌ型金具
壁に強度が足りない場所
は、あて板をつけネジが
抜けないようにする
ストッパー式
つっぱり棒を
使用するとき
に併用する。

連結金具
上下に分かれてい
る家具は連結する

ヨコのカギ
②
④

タテのカギ

⑤

①

お正月によく食べます。

③

ことわざ「○○を追う者は一兎をも得ず」

④

家に伝わる教訓。

⑥

これを使ってゴシゴシ洗いましょう。

⑧

同じ時期に入社した人のこと。

⑩

花粉症の人は目が？

⑫

体格がよい人のことを「○○○がよい」と言い

⑨
⑪

ますね。
⑭

社会科目の選択は日本史じゃなくてこっちに
しようかな。

※大文字・小文字の区別はありません。

⑮
⑰
⑲

⑰
⑱

市場で行われます。オークションとも言います。 �

編集後記

◆◇◆

が、私は“花粉症”で涙と鼻水を流しています。かれこれ花粉
症歴20数年、「たまには実験してみよう！」と、数年前から
対策法を研究して、自己防衛法を編み出しました。その方法は
単純なことですが、①絶対に目をかかないこと（寝てるときは
ノーカウント）と、②全力で鼻をすすらないこと（ティッシュ
消費量増）です。あとは市販品の目薬や顔用スプレーを使うだ
けで、重症化しなくなり、病院にも行かなくなりました。（※
個人の感想です）
それでも今年も症状が出始めてきました。花粉症とお別れで
きる日は来るのかしら（涙&鼻水）。

第49号

⑯

心身に苦痛がなく、安らかなこと｡ たやすいこと。 ⑳
春の陽射しで○○○ぼっこしたいですね。
�

春です。出会いと別れの季節で涙を流す人も多いと思います

広報ひ き

⑬

引っ越ししたらまず揃えましょう。
ことわざ「○○は世につれ世は○

○につれ」

手紙が○○○。想いが○○○。

物事が急に起こるさま。一時的、

かりそめであるさま。

人工水路です。有名なのはパナマ

やスエズ。

一番優秀な成績で大学を卒業。

海の生き物。「烏賊」と書きます。

数を数える時、｢１｣をこう言う人も

います。

誰にでもあるしぐさや習慣。

幼少期に婚約を結ぶこと｡○○○ずけ｡
相撲取り、関取とも言います。
加減乗除の加は何算？

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30年４月30日(月）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
「ツキミダンゴ」
でした。
167 通応募いただき、
164 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。

◆◇◆

⑦

唇を化粧すること。○○を引く。

き

市町村別人口・世帯数

市 町 村 名 人口 ︵ 人 ︶ 総数
東松山市
90,099
滑 川 町
18,724
嵐 山 町
17,962
小 川 町
30,532
川 島 町
20,505
吉 見 町
19,352
ときがわ町
11,445
東秩父村
2,896
合
計
211,515

男
45,307
9,577
8,953
15,143
10,470
9,694
5,761
1,460
106,365

女
世帯数（世帯）
44,792
39,224
9,147
7,512
9,009
7,771
15,389
12,986
10,035
8,093
9,658
7,687
5,684
4,711
1,436
1,082
105,150
89,066
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