
市内の空間放射線量測定結果交通事故発生件数（11月中）
発生件数：364件※
人身事故：37件（死者：1人、けが人：42人）
物損事故：327件

火災と救急件数（11月中）
火災件数：3件
救急件数：400件（交通：26、急病：242、その他：132）
搬送人員：312人

※東松山警察署管内（東松山市、滑川町、川島町、吉見町）の件数

人口と世帯（12月1日現在）
人口：90,684人
　男：45,637人
　女：45,047人
出　生（11月中）：41人
死　亡（11月中）：72人
転入等（11月中）：313人
転出等（11月中）：308人
世帯数：42,328世帯
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この広報紙にあなた
が写っていましたら
広報広聴課へご連
絡ください。写真をさ
しあげます。

ハッピーハッピーハッピーハッピーいい きき ききいい

祝　うさぎ年
　うさぎ年の人の基本的な性格を調べると「もの静かで行儀がよく上品で繊細」
と書かれていたのをみました。もちろんあくまでも一説です。私もうさぎ年です
が、これまでの人生で一度も言われたことのない言葉です。野生のウサギは単独
で暮らしていることが多く、鳴き声もあまり出さないため、このような表現に
なったのかもしれません。
　しかし危険を感じるとまれにギャーと鳴いたり鼻をブーブー鳴らしたり、足で
地面をダン！と踏み鳴らすことがあります。私も昔はイエウサギ※の鳴くイメー
ジがなく、初めて聞いたとき「だれ！？」とキョロキョロしてしまいました。お腹

なか

がすいていると催促したり餌をむさぼるように食べたりなど意外とやんちゃ。な
でられるのが大好きなウサギもいれば、機嫌が悪いと怒ってオシッコを飛ばすも
のも。お家

うち

で飼っている方は「うんうん、あるある」ときっとうなずいていること
でしょう。私がイエウサギの担当だったころ、私の肩にいつもピョンとジャンプ
して抱っこされていたフレンドリーなウサギもいました。ようするに、私たち人
間と同じで、育った環境や個体によって性格も実に様々なのです。人間によって
長い年月をかけて品種改良されているので品種による性格の違いも加わり、バリ
エーションのある個性がそこには広がります。いろんな性格がいるから面白いし
魅力的なんですよね！ウサギも人も。
※ヨーロッパのアナウサギを家畜化したのがイエウサギ（カイウサギ）です。
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若いウサギは特に好奇心旺盛若いウサギは特に好奇心旺盛

そして…たいてい食いしん坊そして…たいてい食いしん坊

個性いろいろのウサギたち個性いろいろのウサギたち

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

松山高等学校

品は、全国大会
の準々決勝、準
決勝を勝ち上が
り、同部門では
3作品しか残ら
ないNHKホール
での決勝へと進
むことができま
した。自分たちの作った作品がNHKホールの大き
なスクリーンに上映された時は、非常に感慨深いも
のがあったそうです。そして、緊張しながら迎えた
優勝校発表の瞬間「埼玉県立松山高等学校」と発表を
聞いた時は、この上ない喜びに感情が爆発したそう
です。しかも優勝は12年ぶり、2度目の快挙でした。
　優勝作品「聞いて。」は個性や性格に悩んでいる男
子高校生の話で、日常生活の中から解決策を探し出
していくという作品です。作品はNHK杯の公式HP
で公開されていますので以下の二次元コードから是
非ご覧ください。
　松山高等学校映像制作部の皆さん、3
度目の優勝を目指して、これからも楽し
みながら仲良く頑張ってください。

　第69回NHK杯全国高校放送コンテスト創作テレ
ビドラマ部門で見事、全国優勝した松山高等学校映
像制作部にお話しを伺いました。
　映像制作部の主な活動内容は、テレビ・ラジオの
ドラマやドキュメントの制作です。制作は、企画・
脚本作り、ビデオカメラによる撮影・録音、コン
ピューターによる編集を部員が協力して行い、完成
した作品を各種大会に出品しています。

　優勝作品の「聞いて。」は、3年
生4人が、企画、脚本、撮影、
編集など全て協力して作り上げ
たテレビドラマ作品です。県大
会で全国大会進出を決めた本作

写真提供：松山高校（NHKホールにて）写真提供：松山高校（NHKホールにて）
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写真提供：松山高校写真提供：松山高校
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　市内34か所で空間放射線量を定期的に
測定しています。
　12月の測定においても、基準値を下回っ
ています。
　測定結果の詳細は、市 に掲載していま
す。
環境政策課☎63-5006 23-7700

藤井聡太竜王を目指してキリンのしあわせ大作戦

　12月10日（土）、松山市民活動センターで「子ども
将棋大会」を開催しました。参加者は4回対局し、勝
ち負けを競いました。大
人も子どもも見入ってし
まうほどの熱戦が繰り広
げられました。

　11月20日
（日）、埼玉県
こども動物自
然公園で、子
ども大学ひが
しまつやま第
2回 講義「キ
リンのしあわ
せ大作戦」を
行い、参加者
27人は、動物
園スタッフと
給
きゅう

餌
じ

用品を制
作し、葉っぱを入れて設置しました。最初は警戒して
いたキリンが、新品の給餌用品から食べると「あっ！
食べてくれた！」と歓声が上がり、作戦大成功となり
ました。

　11月16日（水）、障害のある人たちが創作活動を
行っている、市内の「まちこうばG

グ ル ー ビ ン

ROOVIN’」を、大
おお

野
の

元
も と

裕
ひ ろ

埼玉県知事が訪問しました。
　GROOVIN’では、海外でも評価が高い覆面レス
ラーのイラスト等の創作活動を見学後、スタッフとの
意見交換を行いました。

埼玉県知事が市内のまちこうばを訪問

　11月19日（土）、東松山農産物直売所いな
ほてらすで第40回東松山市農業祭を開催し
ました。4年ぶりの開催となった今回は、新鮮な地元
産農畜産物等の販売、農業機械の乗車体験などが行わ
れ、多くの人々でにぎわっていました。

第40回東松山市農業祭

https://www.nhk.or.jp/event/n-con/hs/tv_drm.html
https://www.parks.or.jp/sczoo/
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