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山口の夏祭り
今年もあちらこちらから太鼓の音が聞こえてきました
今年もまた山口のあちらこちらから夏祭りの太鼓の音が聞こえてきまし
た。どこの会場も子どもたちはゲームや夜店で笑顔いっぱい、大人たちも親
しく飲み交わし、民謡踊りを楽しみました。それぞれに心に残る楽しい夏祭
りになったことでしょう。７月開催は写真を掲載した９会場ですが、８月開
催の６会場（岩崎上町、岩崎中町、岩崎下町、上山口、川辺、山王峰）につ
いては、別の機会に紹介する予定です。

まちセン：今年は盆踊り講習会を開催。
（撮影：学習文化部会）

大鐘：猫の手も借りたい宴の準備。

堀口：夕暮れに風情たっぷり天神の杜。

新堀：揃いの法被も鮮やか、神輿渡御。

堀之内：たくさんの人、たくさんのごみ、
たいへんなのは分別作業。

椿峰：背中にうちわ、浴衣姿が小粋です。

菩提樹：子どもたち大集合、良い記念に
なります。（撮影：菩提樹自治会）

氷川：納涼大会を盛り上げる子ども太鼓。

梨ノ木戸 2 号団地：大人も子どもも余興
とビンゴで楽しく夕涼み会。

町谷：あいにくの雨、盆踊りは自治会館
の中で賑やかに。

地域福祉部会からのお知らせ

山口まちづくりセンターに「さわやか談話室」を開設
福祉のことで困ったこと、気になることがあったら、気軽にご相談下さい。
日時は、毎月第２・第４火曜日１０時～１２時、場所は、山口まちづくりセンター・公民館事務室
（入口はロビー右奥）
。相談員は、社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーカーです。
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祝 表彰 第 41 回所沢市社会福祉大会 社会福祉事業功績者を表彰
山口地区は 10 名と 3 団体が受賞
地域の人々と福祉関係者がしっかりと手をつなぎ「市民が一緒につくる」こころやさしいまち“所沢”の実現に
取り組むことを決意し、社会福祉事業の発展に功績のあった方及び団体を表彰する機会として設けられた本大会
〔主催：所沢市・社会福祉法人所沢市社会福祉協議会〕も第 41 回となり、7 月 20 日（木）所沢市民文化センタ
ーミューズ（中ホール）にて開催されました。
第１部は式典が行われ、藤本市長、社会福祉協議会本橋会長あいさつ・表彰・来賓祝辞・大会宣言がありました。
上山中生徒３名による大会宣言文の読み合わせは心に響くものがあり、立派でした。
第２部活動発表では 2 事例の紹介があり、会場が福祉色に包まれる中、閉会となりました。

祝・山口地区から下記の皆さま（個人・団体）が受賞されました！
民生委員・児童委員
阿部美穂子、開沼あさよ、伊藤俊男、齋藤美彦、岡村
誠一、横内 訓、小口 光（民生委員・児童委員とし
ての職務を通し福祉の向上に貢献）
一般福祉功労者
鈴木トシ子（あったかサロンまちやの活動に携わり高
齢者福祉の向上に貢献）
栁下キヨ子（所沢地区更生保護女性会会員として、地
域福祉の向上に貢献）
社会福祉協力者 社会福祉事業の推進に高額の金品を
寄せられ協力した人・団体
株式会社ベルク山口店 お客様一同（愛の福祉基金へ
多額の浄財を寄付し福祉の向上に寄与）

おめでとうございます。（敬称略）

所沢市青少年問題協議会会長表彰 優良青少年（団体）
地域活動などに積極的に取り組み、他の模範となる青
少年団体（2 団体）
所沢市立上山口中学校ボランティア、所沢市立山口中
学校ボランティア（
「子ども焼いも大会」におけるお手
伝いのほか幼児や児童のリーダー的な存在、世話役と
して地域行事に貢献）
青少年健全育成功労者 個人 青少年健全育成のため、
諸活動が顕著である人
門屋 仁（少年野球の指導者として青少年の健全育成
に貢献）

シンポジウム「わがまち山口～昭和から未来へ

part２」

昭和１０年代生まれの４氏がそれぞれの山口を振り返り、未来を語る
６月 18 日（日）
、山口まちづくりセンターにおいて「わがまち山口～昭
和から未来へ part２」と題したシンポジウム〔主催：学習文化部会〕が
開かれました。コメンテーターとして元市長の当摩好子さんを迎え、昭和
10 年代生まれの秋和恵司さん（堀之内）、粕谷憲一さん（町谷）、齋藤冨
士男さん（堀之内）、平岡享史さん（岩崎下町、現三ヶ島在住）の４名が登
壇しました。また、藤本市長も、お忙しい中、駆け付けてくれました。
よそから来た嫁さんには「お」をつけて「お嫁さん」と呼んだ、ソフトボール
を通じて新旧住民が仲良くなった、昭和 40～50 年代には団地ができて人
口が急増した等々、昭和を知る方々の興味深い話を聞くことができました。 懐かしい山口の昔ばなし、未来へ向け
また、高齢化の取り組みや文化の伝承など、未来に向けた話題も出ました。 た提言、楽しく有意義でした。

泉小 安全安心をともに考える講演会
～子どものシグナルが見えますか～
６月 24 日（土）
、所沢地区更生保護女性会山口支部主催、泉小学校・PTA・
泉小学校区育成会の協力で、
「子どものシグナルが見えますか」と題した講
演会が開かれました。講師には元教育委員会生徒指導・いじめ問題対策員の
原田純子氏をお招きし、93 名が参加しました。
講演の中心は「インターネット」、身近な問題であり、参加者は皆熱心に 子どものシグナルを捉える努力が必要。
話を聞きました。便利で楽しいインターネットではあるけれど、便利さの裏には様々な危険が潜んでいる。無防備
に自分の情報をネット上に出してしまうと、それがたちまち標的になって炎上したり、加害者となることもある、
将来思わぬところで悪い影響が現れるなど、子どもたちが陥りやすい落とし穴とその危険性を具体的に聞くことが
できました。このような危険を避けるためには「正しく怖がる」ことが重要であり、子どもたちと一緒に過ごす時
間を作るなどして、子どもたちが発する様々なシグナルを捉える日頃の努力が必要であるとの結論でした。
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夏休みは大勢の皆さんが協力して子どもたちを見守りました
夏休みに入り、山口地区では大勢
の皆さんが協力して山口の隅々まで
安全パトロールを行い、子どもたち
を見守りました。また、夏祭りでも
子どもたちの安全を温かく見守りま
した。参加されたのは、防犯協会山
口支部、山口交番連絡協議会、青少
年を守る会連合会、民生委員・児童
委員、更生保護女性会山口支部、小 上山口中学校区は夕方から回りました。
中学校の先生、PTA、自治会・町内会をはじめとする多くの方々です。

山口中学校区は暗くなってから出発です。

シリーズ㉔ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！
山内（さんない）・新堀（にいぼり）その４
本堂周囲には朝鮮式銅鐘を初め大絵馬が奉納され、石川文松筆『六歌仙図大絵馬』（市指定文化財）文化３年
（1806）があります。文松は青梅で生まれ、晩年 20 年間を所沢で絵師として活躍しました。
社務所左には芭蕉の句碑、
「花生塚／はせを うち寄りて／花生さヾれ／むめ椿」
（上生庵建立）宝暦 8 年（1758）
があります。
紀元二千六百年記念の植林報告の碑には、この辺りに一萬本の植樹を行ったと鳩山一郎他多くの協力者の名前が
刻まれています。現在は緑深い樹林越しに見る五重塔、そして鐘楼や閻魔（ｴﾝﾏ）堂、開山堂など趣があります。
仁王門や弁天池の紹介が最後にな
ってしまいましたが、早朝六つの鐘、
また暮れ六つの鐘音を聞きながらの
散策もお勧めです。いつ訪れても自然
と歴史に触れることができます。疲れ
たら「観音茶屋」で一休み、「深山と
うふ」
、そばの「狭山」、中華の「味亀」
などのお休み処もあります。
ぜひ一度訪れては如何でしょうか。
鐘楼 朝夕六つ時に鳴り響く。
本堂回廊朝 鐘や絵馬。

山口まちづくり推進協議会のホームページを開設

ぜひご覧下さい

山口まちづくり推進協議会では、多くの方々に山口地区の自治会・町内会や諸団体の活動などについて知っ
ていただくため、平成 29 年７月よりホームページを開設しました。
「さわやか」のバックナンバーもご覧にな
れます。ぜひご活用いただけますよう、お願い致します。ホームページの URL は次の通りです。
http://yamasuisinkyo.sakura.ne.jp/

山口地区の催し物情報・参加者募集
催し物の名称・主催
子育て広場
共催：母子愛育班・更生保
護女性会・民生委員児童委
員協議会・山口まちづくり
センター
山口子ども文庫おはなし会

共催：山口子ども文庫おは
なし会・山口まちづくりセ
ンター

日時・場所・内容
日時 ９月６日、10 月４日（第 1 水曜日）、11 月
８日（第２水曜日）午前 10 時～12 時
場所 山口まちづくりセンター（和室）
内容 乳児の子育て支援と交流

募集内容・申込み
対 象 乳児とその保護者
申込み 当日、直接お越し下さい。
参加費 無料

日時 本の貸し出し：9 月２日、９日、16 日、10 月７日、14 日、21 日、28 日、11
月 11 日、18 日、25 日
（毎月第 1 週から第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時
おはなし会：９月２日、10 月７日 午前 11 時～
大おはなし会 11 月 11 日 午後２時～
場所 山口まちづくりセンター（学習３号）
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こども囲碁教室
共催：山口囲碁クラブ・山
口まちづくりセンター

おしゃべり健康サロン
共催：保健センター健康づ
くり支援課・山口まちづく
りセンター

出張健康相談
主催：保健センター健康づ
くり支援課

山口とこしゃんくらぶ

共催：山口地域包括支援セ
ンター・山口まちづくりセ
ンター

山口まちづくり推進協議会だより さわやか
日時 9 月２日、16 日、10 月 7 日、21 日、11 月
11 日、18 日（それぞれ土曜日）午前 9 時～
11 時
場所 山口まちづくりセンター（和室）
日時 ９月 13 日、10 月 11 日、11 月８日（第 2

図書館おはなし会

場所
内容
日時
場所
内容
日時

場所
内容

場所
内容
日時
場所

主催：所沢図書館椿峰分館

図書館親子おはなし会

内容
日時
場所

主催：所沢図書館椿峰分館

・体操があるので飲み物をご持参下
さい。
山口まちづくりセンター（学習２号）
問合せ 保健センター健康づくり
ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など
支援課（℡2991-1813）
９月 13 日、10 月はお休み、11 月８日（奇 問合せ 保健センター健康づくり
数月第２水曜日）午後１時 30 分～3 時 受付
支援課（℡2991-1813）
山口まちづくりセンター（ロビー）
保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定
９月８日、22 日、10 月 13 日、20 日、11 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
月 17 日、24 日（第 2、第４金曜日）午後１ 問合せ 山口地域包括支援センター
時 50 分～３時、受付は午後１時 30 分～
（℡2928-7525）
山口まちづくりセンター（ホール）
参加費 無料
持ち物 飲み物、汗拭きタオルなど
高齢者が元気になるための椅子に座ってもできる体操です。
９月 20 日（水）
、10 月 20 日（金）、
対 象 高齢者と障害のある方
11 月 15 日（水）午前 10 時～12 時
申込み 当日、直接お越し下さい。
山口まちづくりセンター（学習２号）
参加費 100 円（当日いただきま
交流と仲間づくり
す）
９月９日、23 日、10 月 14 日、28 日、11 月 対 象 ４歳以上（保護者の方もご
11 日、25 日（土曜日）午前 10 時 30 分開始
一緒に）
所沢図書館椿峰分館
申込み 所沢図書館椿峰分館
問合せ （℡2924- 8041）
すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など
９月 20 日（水）、10 月１日（日）、11 月 対 象 ０歳から 3 歳まで（保護
15 日（水）午前 11 時開始
者の方もご一緒に）
所沢図書館椿峰分館
申込み 所沢図書館椿峰分館
問合せ （℡2924- 8041）
てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ
水曜日）午前 10 時～12 時、受付は 9 時 30 分～

地域交流会ぬくもり広場 日時
主催：山口まちづくりセン
ター

第 25 号
対 象 小学生・中学生
申込み 当日、直接お越し下さい。
参加費 無料

内容
山口地区ふれあいスポー 日時 10 月１日（日）午前９時～12 時
申込み 山口まちづくりセンター
ツ大会
場所 山口中学校体育館
申込み期間は 9 月１日～
主催：所沢市体育協会山口 内容 ２ポイントフリースロー、フラフープ、玉入れ
９月 15 日
支部、共催：山口まちづく
（フリーコーナーとして、なわとび）
詳細は別途回覧される案内をご覧
り推進協議会・山口地区自
１チーム 10 名以上でご参加下さい。年齢・性 下さい。
治連合会
別の構成は自由、競技ごとの選手入替も自由。
第 59 回山口地区文化祭 日時 11 月４日（土）～５日（日）
場所 山口まちづくりセンター
募集 俳句５句まで 季語「秋の雲」
、
「銀杏（ぎんなん）」
、
「案山子（かかし）」
主催：山口地区文化祭実行
川柳３句まで 自由題
委員会
締切 9 月 30 日（土）
三世代交流
日時 11 月 25 日（土）午前 10 時～
対 象 どなたでも
主催：山口地区母子愛育班 場所 山口まちづくりセンター
申込み 当日、直接お越し下さい。
共催：山口まちづくり推進 内容 楽しんで作るビーズ細工、折り紙、新聞紙で作 参加費 無料
協議会地域福祉部会
るバックなど
協力：所沢市保健センター
山口民俗資料館 勉強会 日時 10 月 21 日（土）午前 10 時～12 時
参加費 300 円
場所 山口民俗資料館
講 師 小山 裕氏
内容 テーマ：古文書「山口詣」を読む
申込み 不要、当日、直接お越し下
「山口詣」
（所有：町田源一氏）は江戸時代末
さい。
期（嘉永２年）に書かれた古文書、著者不明。今は狭山湖に沈んだ勝楽寺村から山
主催：山口民俗資料館
口、小手指、三ケ島などにある神社仏閣を訪ねた時の印象が記されている。

編

集

「さわやか」は創刊以来５年目に入ることができました。
これも多くの方々のご指導・ご協力の賜物です。ありがとう
ございました。引き続き、身近な話題や情報を紹介し、山口
の皆様の繋がりを深める一助となるよう、広報委員一同、努

後

記

めて参りますので、よろしくお願い致します。
広報委員：新居亨一（地域環境部会）
、神藤年三（地域振興部
会）
、前田克夫（地域福祉部会）
、川崎幸美（青少年育成部会）、
遠藤健志（学習文化部会）、粕谷耕治（地域安全部会）

