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　島田橋は坂戸市と東松山市の境界を流れる越辺川にかかる橋長77
メートル、幅員2.6メートルの木造の冠水橋※です。
　島田橋は増水による流失などで何度も架け替えが行われています。
現在の島田橋は、2014(平成26)年6月の大雨で流失した橋を復旧し、
2015(平成27)年5月28日に供用を再開しました。
　ドラマ等のロケ地にも使用され、美しい自然景観の中にとけこむよ
うな風情のある島田橋を一度訪れてみませんか。
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交通： 東武東上線「高坂駅」東口から南東方向に徒
歩約30分

所在地：宮鼻542番地1ほか

現在の島田橋

※冠水橋…河川が増水した時に水没することを想定して作られた橋。潜水橋、沈下橋などとも呼ばれる。※冠水橋…河川が増水した時に水没することを想定して作られた橋。潜水橋、沈下橋などとも呼ばれる。
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埼玉県
こども動物自然公園

〒355-0065岩殿554　☎35-1234 35-0248
開園時間等は をご確認ください。 埼玉県こども動物自然公園
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　寸劇を交えながら消費者被害を防止するための取り組みをしている「寸劇
みもり座」の皆さんにお話を伺いました。
　みもり座は、2015（平成27）年12月に松山婦人会の中で埼玉県消費者被害
サポーター養成講座を受講した6人から結成されました。
　活動内容としては、振り込め詐欺、架空請求など高齢者を対象とした悪質
な被害を防ぐために、被害の事例を寸劇で上演して、観客に啓発を呼びかけ
ています。上演は、市が主催するきらめき出前講座、地元の集まりなど、さまざまな場所で行っています。
　みもり座の中の1人が「私たちは、絶対に誰も詐欺被害に遭って欲しくないし、少しでも人の役に立
ちたい、という気持ちで活動しています」と話してくれました。
　みもり座の皆さん、これからも高齢者の詐欺被害防止のために、活動を続けてくださいね。

寸劇みもり座

特殊詐欺にはだまされないで！
高齢者の被害を防ぎたい！

　1976（昭和51）年4月、埼玉県と東松山市の共同事
業により市民待望の文化施設がオープン。1200人収
容可能なホール、大小会議室、結婚式場などを備え、
コンサートや演劇の公演、文化団体の発表会、研修
会、挙式などに利用されてきました。1998（平成10）
年に県から市へ移管され、東松山市民文化センターと
なった現在も市民の文化芸術活動の拠点として重要
な役割を担っています。

東松山文化会館オープン

キャラクター紹介
市内の小・中学生に配布され
た学習漫画『漫画でわかる 梶
田隆章先生とニュートリノ』の
キャラクターたちです。

歩（弟）梨花（姉）ニュートリノ三兄弟
東松山市生まれ。東京
大学宇宙線研究所所長・
教授。1998年にニュー
トリノ振動の発見を発
表。2015年にノーベル
物理学賞を受賞。

梶田隆章先生

電ちゃん ミューやん タウっち

梶田先生と振り返る思い出の一コマ

初めての大きな催しは
ＮＨＫのど自慢だったよ。

昭和51年度は
185組が挙式を行ったよ。

Vol.14 1976(昭和51) 年

寸劇の様子

新居の暮らしはいかが？　
　3月にオープンしたキリンテラスには、キリンの他にもう1種の動物、キボシ
イワハイラックスが2頭展示されています。
　キボシイワハイラックスはキリンと同じアフリカ出身で、岩場に棲

す

む小型の哺
乳類です。上下の移動ができるように展示場には岩を用意したかったのですが、
ピッタリサイズの岩を見つけるのも大変ですし運ぶのも大変。そこで、いつもの
ようにスタッフで擬岩(※)を作ることにしました。
　擬岩の骨組みは廃棄予定の大量の丸椅子。それを積み上げ、特殊な金網で覆い、
針金で固定していきます。そこへモルタルをのせ、固まって乾いたら色をつけま
す。飼育スタッフだけでなく管理職からチケット販売のスタッフまで、できる人
が入れ替わりで作成していきました。擬岩の中には、冬でも寒くないようにヒー
ターを設置し、2つの擬岩のうち片方は雨がしのげ、もう片方には日が当たるよ
うに、屋根を半分張りました。他にも園内で伐採した木を組んだり、植物を植え
たり種をまいたりとハイラックスが快適に暮らす姿を想像しながら作り上げて
いきました。
　完成した展示場にハイラックスを初めて出した時、1頭はすぐに岩の上まで登
りましたが、もう1頭はどこかに隠れたきり姿を現しません。とても心配しまし
たが、翌日には1頭ずつ岩の上にちょこんと乗っていました。その後はすぐに環
境に慣れ、木に登ったり、日向ぼっこしたり、ガラスのそばで外を覗いていたり。
そんな姿を見せてくれると、こちらもホッとして顔がニヤニヤしてしまいます。
※擬岩とは、自然の岩などに模して造った人工の岩

～園長おすすめ　キボシイワハイラックス～
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園長園長

埼玉県こども動物自然公園埼玉県こども動物自然公園

屋根にはネットを張って屋根にはネットを張って岩の中にはヒーターを入れて岩の中にはヒーターを入れて

 気に入ってくれたかな？ 気に入ってくれたかな？

展示場完成！展示場完成！

飼育以外のスタッフも擬岩作成飼育以外のスタッフも擬岩作成

～

https://www.parks.or.jp/sczoo/
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