海外メディアが
和紙の取材に訪れました

町立図書館での様子

踊りでデビュー！

内野とくさん（小川）

新井純一さん（大塚）

（作者氏名五十音順で掲載）

熱中症 かからぬ先の 水補給
本人の 預金にかかる 手数料
梅漬けて 柿のヘタ見る 裏小路
年重ね 時々よろけ 壁ドンす
今日の寿司 回らないねと 孫は言う
春眠は 夜にも昼にも 心地良い
カレンダー妻だけが知る 丸じるし

内田のり子さん（小川）
大野閑枝さん（高見）
加藤達三さん（東小川）
金子節子さん（腰越）
沢田君江さん（角山）
島田伊正さん（大塚）
鈴木明子さん（奈良梨）
鈴木 勇さん（奈良梨）
関口又三さん（木部）
野口國勝さん（中爪）
舟山正夫さん（小川）
村上紀子さん（東小川）
山田 稔さん（靭負）
吉田きよ子さん（靭負）

２句まで）をお送りください。各月 日必着です。

自作・未発表の作品（１か月につき、おひとり

作品募集

夕暮れに 田の虫さがす 夫婦ガモ

オレオレと 無理難題は 金やらぬ

和紙の里 七夕終えて 蝉しぐれ

意固地張り 広い世間を 狭くする

さびついた 脳も気楽に 飛んでいる

見晴らしの 丘でせんげん プロポーズ 田端克一さん（青山）

「加齢だと」躓く小石 蹴り飛ばし

同隊は、６月１５日、社協のふれあ
いいきいきサロン事業「長寿会誕生日
国立技術専門学校で教員指導の任務に就かれるとのこと。ご活躍を期
会」で “ 高校３年生 ” の替え歌「夜の
待しています。
パトロール」の曲に合せた踊りでデビ
ューしました。あまりにも突然のデビ
広告
ューに、約７０人の誕生日会出席者からやんやの喝采
を浴びました。
夜間パトロール後に密かに練習を重ねた成果が出た
ようです。腰二パトロール隊には登校時・下校時・夜
間の３部門があり、今回は夜間部隊１５人が踊りに参
加しました。
今後は、秋の芸能大会に合せて登下校組も参加して、
パトロールの強化につながればと考えています。
腰二区長 寄稿

知識と経験をカンボジアの発展に
役立てたい、現地で通信工学関連
の技術者を増やしたいと今回の派
遣を希望されました。カンボジア

ごはんの後のデザートは キュウリ一本家の犬

手抜きして 素材を生かす 味と言い

失敗も 経験出来る 今が華

みんなの川柳

14

歯の健康祭りを開催しました

６月７日、パトリアおがわで比企郡市
歯科医師会主催
「第 回歯の健康まつり」
を開催し、歯に関する各コンクールや歯
科健診・フッ素塗布・歯磨き指導等のイ

ベントが行われ、たくさんの方で賑わい
ました。

８Ｏ２Ｏよい歯のコンクール
最優良者 関根
明さん（腰越）
優 良 者 塙
一江さん（腰越）

腰二ウルトラ防犯パトロール隊

ＪＩＣＡボランティアとしてカンボジアへ

関口 又三さん（木部）
金子 悦子さん（青山）
＊関根さんは、比企郡市歯科医師会推薦

の最優良者として「埼玉県歯科保健表彰
式」で表彰されます。

親と子のよい歯のコンクール
優 良 者 田中奈津子さん・小遥ちゃん
（下横田）
毛利仁美さん・奈々実ちゃん
（大塚）

ポスターコンクール
比企郡市歯科医師会会長賞
竹沢小１年
山﨑のどかさん
八和田小２年

できるといいですね。

島田 岳大さん
八和田小３年
門倉 悠生さん
八和田小４年

た部分も少なくないと語

森
大地さん
東中３年

業が行われました。

の自然や風土に影響され

作品とともに、住所・氏名・電話番号を明記
してください。

）

ファクス ─２９２０

政策推進課 広報広聴担当

政策推進課で選考し、掲載します。
問合せ・応募先
☎ 内 ３５４

（〒３５５─０３９２ 小川町大塚

4
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さな苗、水田の泥の感覚…、歓声とともに作

創作に際しては、小川町

北島徹雄さん（東小川）

20

内で田植えを体験しました。初めて触れた小

を始めたという菊地さん。

北島さんは、これまで日本の電
子工学業界で活躍され、その専門

25

55

地元有志の皆さんの手ほどきを受け、下里地

１３歳の時、詩の創作

北島さんは、ＪＩＣＡ（独立行
政法人国際協力機構）のボラン
ティアとして２年間、カンボジア
に赴かれます。

74

せいし

６月２日、アメリカ・フランス・ロシ
ア・中国等のテレビ・新聞の記者 人が
小川町に和紙の取材に訪れました。（広財）
フォーリンプレスセンターが「和紙プレ
スツアー」として、海外メディアに各国
に日本の和紙をアピールしてもらうため
に企画したものです。
埼玉伝統工芸会館では、伝統的和紙を
使った衣装「紙衣（かみこ）」をデザイナ
ーの岡嶋多紀氏が解説しました。
町立図書館では、和紙を貼り合せた風
船に爆弾を付けアメリカに飛ばした、戦
時の「風船爆弾（ふ号兵器）」の概要につ
いて、当時、和紙作りを体験した笠原海
平さん（大塚）と文化財保護委員の新田
文子さんが取材に応じました。熱心なプ
レス関係者がメモを取りつつマイクを傾
け、写真を撮り、ビデオカメラも回して
取材していました。
細川紙のユネスコ無形文化遺産登録以
来、海外メディアの「和紙」への注目度
が高まってきており、今回の取材ツアー
の成果をすでに報道した国もあると聞い
ています。今後、
世界に和紙の素
晴らしさをアピ
ールしていけば、
外国人観光客が
「和紙のふるさ
と小川町」に大
勢訪れる日が近
いかも知れませ
ん。

ださい。

６月１６日、誠之小学校５年生が来町し、

安藤みやこさん
東中３年
齊田 有花さん

菊地道夫さん（大塚）

します。秋にはおいしいお米がたくさん収穫
刊行された書籍が町立図

小川町で田植えを体験
さつまいもづくりを開催！

書籍を寄贈

文京区立誠之小学校の皆さん

農業体験
町在住の詩人

年生の児童約１３０人が下里で米作りに挑戦
菊地さんがこれまでに

今年度は、同校の自然体験学習として、５
られていました。

５月３０日、下里地内でさつま
いもの苗植えをしました。
この農業体験は、小川町子ども
会連絡協議会主催で、子供達の自
然体験の場として毎年実施してい
ます。今年は、晴天の下、９地区
８５人が苗植えを体験しました。
秋の収穫を楽しみに大切に育てて
いきましょう。
小川町子ども会連絡協議会寄稿
問合せ 生涯学習課 ☎ 内２９２
書館にあります。ご覧く

小川町役場 ☎72-1221 FAX74-2920

題
話
の
町
小川町役場 ☎72-1221 FAX74-2920

題
話
の
町

町

１０月１日（木）は国勢調査の調査期日です！

剣

国勢調査は、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、大正９年以来５年ごとに行われており、今回の

の
道

話

題

小川町役場 ☎72-1221 FAX74-2920
地元、小川高校の部活を紹介します。

部

現在、３年生男子２人・女子４人、２年生男子４人・女子１人、１年生男子５人・

調査は、２０回目に当ります。

女子２人です。先日行われた全国大会県予選会（男女とも１回戦勝利）を機に３年
生は引退となり、吉田直人部長から野口優介新部長へ世代交替をしたところです。

調査の対象は、平成２７年１０月１日現在、日本国内にふだん住んでいる全ての人（外国人を含む）です。

普段の練習では、校内の剣道場の

少子・高齢化社会の姿を明らかに

他に、小川町立武道館を利用してい
ます。夏の暑さ、冬の寒さに負けず、

国勢調査は、日本の人口、世帯、就業者からみた産業構造等の状況を地域別に明らかにするために行われ、

顧問の指導のもと、自主的に稽古を

国の最も重要な統計調査です。

続け、古豪剣道部を復活すべく、ま
ずは県大会ベスト８、そして関東大

皆さんのお宅に調査員が伺います

会、全国大会を目ざして頑張ってい
ます。部員は、先輩後輩の仲が良く、

調査員が９月上旬から各世帯を訪問して、調査関係書類を配布します。マンション等の集合住宅にお住まい

厳しい練習が終われば和気あいあい

の方、管理人の方も調査への回答、ご協力をよろしくお願いします。
調査の内容は、男女の別、出生の年月、就業状況、従業地または通学地、住居の種類等、全１３項目です。

とした雰囲気です。ＯＢ，ＯＧの方々
一瞬の技を磨く稽古風景

調査の対象は、１０月１日現在、日本にふだん住んでいる全ての人です。
「ふだん住んでいる人」とは、「す

もどうぞいらしてください。

高校内の剣道場で

顧問：新井三千夫教諭、笠原佐知子教諭

でに３か月以上住んでいる人」
「１０月１日の前後を通じて３か月以上住むことになっている人」をいいます。
回答方法は、インターネット、調査員取集、郵送の３種類から各世帯で選択できます。

調査結果は私達の暮らしに役立てられます
調査の結果は、高齢者の介護・医療、若者の雇用対策、児童福祉、地域の活性化等、私達の暮らしの様々な
分野で広く活用される基礎データになります。

国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください
「かたり調査」とは、国勢調査等、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明
をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。被害に遭わないよう、特に次の点に注意し
てください。
○国勢調査が電話や電子メールで行われることはありません。
○国勢調査には預金や収入等に関する調査事項はありません。
○調査員は、顔写真付きの調査員証を身に着けています。
○国勢調査で金品を要求することはありません。

～平成２７年国勢調査標語～

国勢調査
問合せ

7

第２回ほほほ隊おおかわ

木漏れ日に気品あふれる

外国人の方も含みます。

日本の“今”を

政策推進課

自治振興担当

映し出す
☎ 内 ３５４

部長：野口優介さん

「和紙の里」コース実施

シャガの花を訪ねて！

新緑の慈光寺
ウオーキング

５月３０日、昨晩の恵み
の雨で作物や木々も一息つ

朝から小雨まじりだった

けたかの様な爽やかな朝を

５月１６日、参加者がいな

迎えました。全員で東北な

いだろうと思ったら、パト

まりのラジオ体操を笑いな

リアおがわの広場には、うれしいことに多くの人。血管

がら行い、パトリアを出発。切通橋手前から槻川に沿っ

年齢があまりに老化していると診断されショックで参加

て歩き、細川紙の原料になる楮畑を見ながら安戸宿に入

した役場のお姉さん、ほほほ隊おおかわの栗嶋隊長、初

り、途中から県道に出て、公衆トイレで小休止。桑の実

めて参加された方もいました。

を食べて昔を思い出している方もいました。県道には歩

笠山や堂平山が見えるから雨はあがるとの言葉を信じ、

道が続いておらず、右に左に３回ほど横断しつつ１０時

出発。雨の日にしか見られない山並みの美しさは格別で

２０分に和紙の里広場に到着。全員で写真を撮り、手漉

した。山路に入る前に給水、沢ガ二を見つけて大騒ぎし

き和紙の実演見学。山の展望台に上る人や古民家や資料

ているころ雨は止み、えぐられた道も快適に歩けました。

館を見学する人など４０分間の自由時間をゆっくり過ご

やがて舗装された道路を横切ってからは、今までより広

し１１時に出発。

く平らな林道が続きます。木陰ではシャガの花が出迎え
てくれました。

帯沢地区の耕地では田植え作業を見ながら安戸遊歩道
の木陰で爽やかな風を受け、直売所前から県道に出てパ

慈光寺からさらに奥の霊山院で昼食。四阿 ( あずまや )
はまるで円卓のようになり、おいしいものが回ってきて

トリアまで全員無事帰着できました。
全行程約１２. ０ｋｍ、１７, ０００歩。お疲れ様でした。

コーヒーまでいただき、大満足の一日でした。
ほほほ隊応援・健康運動指導士

久保

憲 寄稿

ほほほ隊おおかわ隊長

栗嶋保夫 寄稿
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