
市内の空間放射線量測定結果交通事故発生件数（1月中）
発生件数：318件※
人身事故：21件（死者：0人、けが人：27人）
物損事故：297件

火災と救急件数（1月中）
火災件数：6件
救急件数：449件（交通：26、急病：314、その他：109）
搬送人員：339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（2月1日現在）
人口：90,551人
　男：45,537人
　女：45,014人
出　生（1月中）：44人
死　亡（1月中）：111人
転入等（1月中）：302人
転出等（1月中）：335人
世帯数：42,289世帯
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とにかく歩く鳥
　動物園の北側にあるサイチョウ舎には、黒い体に顔の赤い皮膚が印象的なミナミ
ジサイチョウが暮らしています。スターウォーズのダークサイドのような強

こわ

面
もて

です
が、家族のきずながとても強いアフリカに暮らす大型の鳥です。雛が生まれると、
親だけでなく少し前に生まれた若鳥たちも一緒に子育てに参加するそうです。
　この鳥を見ると40年前にケニアで出会った時を思い出します。見渡す限り平
坦なサバンナを車で走っている時、少しはなれたところを真っすぐトコトコと歩
く真っ黒い動物がミナミジサイチョウでした。別の日にも、またトコトコと歩く
姿を見ました。立派な羽もあり空も飛べるはずなのに黙々と。「地面をいつも歩い
ているから、ジ（地）サイチョウ（ground hornbill）っていうんだよ」とガイドさ
んが教えてくれました。草や土に潜む小動物をパクリと丸のみするらしいので、
期待して結構長い時間車で並走していましたが、それほど餌を探しているように
見えませんでした。どこか目的地に向かっているようにも見えました。なぜあん
なに歩いていたのか?どこに向かって歩いていたのか?あの時大平原を歩いてい
たのは、マサイ族の男性とこの鳥だけだったので、いまだに気になって仕方があ
りません。
　動物園では止まり木に止まっている姿を多く見かけます。そのたびに昔から感
じていた疑問がよみがえります。
　なにはともあれ…「とにかく歩く」という意味では日本スリーデーマーチの東
松山市にぴったりの鳥です。
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埼玉県こども動物自然公園埼玉県こども動物自然公園

羽を広げると2メートル羽を広げると2メートル

ケニアであったミナミジサイチョウケニアであったミナミジサイチョウ

顔の赤い皮膚が特徴顔の赤い皮膚が特徴

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

銅板工芸クラブ

　銅板工芸クラブでは、
主に銅レリーフ（浮き彫
り）を作成しています。
厚さ0.15ミリメートル
の薄い銅板へ絵等を転
写し、ボールペンやヘ
ラなどを使って立体感
や質感などを表現し、
その後、硫黄成分の着
色液に浸けて発色させ
ます。その時の着色液
の温度や浸けている時間、酸素に触れている時間な
どにより色が微妙に変化するため、銅の持ち味をい
かした作品となります。
　銅板工芸の魅力とは「自分の思った通りの色が出
せないこと。偶然性や自然に出る色に魅力を感じま
す。思いがけない色が出たときは、無常の喜びです。」
と代表の大

おお

澤
さわ

茂
しげ

和
かず

さんは語ってくれました。できた
作品は、地域の展示会に出展したり、友達にプレゼ
ントしても喜ばれるそうです。
　クラブの皆さん、いつまでも明るく元気に作品作
りに取り組んでください。

　今回は、唐子市民活動センターで活動している銅
板工芸クラブの皆さんにお話を伺いました。
　銅板工芸クラブは、県の生涯教育機関として市内

石橋地内にあった「いきがい大
学東松山学園」のクラブ活動の
一環として平成17年4月に活動
が始まりました。卒業後もその
時のメンバーが中心となり活動
を続け、平成28年から唐子市民
活動センターを活動場所とし
て、作品作りや情報交換の場と
して月に1回活動しています。

膚が印象的なミナミ

ョウ～

大澤茂和さん

　2月4日（土）、市民体育館で子ども会かるた大会を3
年ぶりに開催しました。子どもたちは真剣な表情で試
合に臨み、一枚でも多く獲得しようと熱戦を繰り広げ
ていました。
　上位5位までの選手は、県大会へ出場します。

2627 令和5（2023）年■3月 令和5（2023）年■3月

　市内34か所で空間放射線量を定期的に
測定しています。
　2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

第38回　東松山市子ども会かるた大会

　2月4日（土）、大岡運動広場で小学生の運動あそび
を開催しました。当日は青空の下、走り方のコツを教
わったり、赤いタグを付けてしっぽ取りを行いました。
初めてのラグビーボールに戸惑いながらも試合を楽し
みました。

小学生の運動あそび

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。

地域支援課 花いっぱい推進室☎21-1435 22-7799

　今回は令和4年10月にリニューアルした不動横丁
花壇を紹介します。場所は、市役所から東へ徒歩約3
分の場所にあります。以前は前後に高低差があり遠目
から見て楽しめる立体的な花壇でしたが、区画を分け
て歩行者も花壇の周りを歩くことができ、より近くで
草花を楽しめるよう設計しました。
　そのほか市内には11か所の公共花壇があり、フラ
ワーサポーター（市民・事業者ボランティ
ア）の皆さんにご協力いただき、植え込みと
整備を行っています。公共花壇については、
市 でご覧いただけます。

花壇に絵付けをしていただきました！
　地域の子供たちにも花壇に愛着をもっ
てほしいと考え、松山第一小学校1年生
と市の川小学校の環境委員の皆さんにご
協力いただき、花壇のブロックに絵付け
を行いました。カラフルな花のスタンプ
をちりばめ、花壇がより一層華やかにな
りました。

市

BEFORE AFTER

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/chiiki/menu/1630477807380.html
https://www.parks.or.jp/sczoo/
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