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９月 2 日（土）、小雨の中 1, 113

名が参加して、平成 29 年度山口地

区自主防災活動訓練（主催：山口地

区自治連合会 共催：山口地区自主

防災訓練実行委員会）が実施されま

した。会場は、山口中、上山口中、

泉小、山口小、椿峰小の５つの指定

避難場所です。 

今年度は、例年の訓練に加え、新

たに安否確認訓練を実施しました。 
安否確認訓練 ご近所の温もりが伝わ
ります。（写真提供：町谷自治会） 

実際の路上で車いすの避難訓練。 
（写真提供：町谷自治会） 

各自治会・町内会は避難行動要支援

者名簿をもとに対象者を訪問し、

1,752 名の安否を確認しました。ま

た、実際の路上で車いすを使った避

難訓練も行いました。 

基本的な訓練はもちろんのこと、

災害時の様々な場面を想定し、全員

が無事に避難できるよう、訓練を積

み重ねていくことが重要です。 毛布を使った簡易担架で搬送。 アルファ米を使った炊き出し訓練。 

AEDは機器の指示に従い、慌てず操作。 どこでも役立つ三角巾を使った応急手当。 ご存知でしたか？仮設トイレ用マンホール。 

 
 
 

９月 10 日（日）、山口まちづくりセンターで平成 29 年度の山口地区敬

老会（主催：山口まちづくり推進協議会、山口地区敬老会実行委員会、共催：

山口地区自治連合会）が開催されました。山口地区敬老対象者（75 歳以上）

は 4,064 名で前年より 274 名ご長寿の方が増えました。敬老会参加は

128 名。参加者最高年齢の方は男女とも 92 歳で、元気に足を運んでくれ

ました。 

第１部の式典は、来賓のお祝いの言葉と、泉小、山口小、椿峰小の代表児

童から心のこもった作文を発表。続いて第２部の催し物では、小学校３校の

児童が元気いっぱいにダンス、ぶち合わせ太鼓を披露しました。最後は講談、

落語の真打登場で楽しいひと時となりました。スタッフ、協力者みんなで力

を合わせて、地区の敬老者のお祝いに頑張りました。 

小学生が叩く力強いぶち合わせ太鼓に
元気をもらいました。 
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回 覧  

自主防災活動訓練 今年は新たに安否確認訓練が加わりました 

なごやかな集いにようこそ 祝 山口地区敬老会 
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さあ入れ! たか～くジャンプしてスロー。 

10 月１日(日)、山口中学校体育館で、「第２回山口地区ふれあいスポーツ

大会」が開催されました。自治会・町内会（11 チーム）、消防団・スポー

ツ団体（６チーム）選手 225 名の参加で競技が行われました。 

開会式では神藤年三大会会長（山口まちづくり推進協議会会長・山口地区

自治連合会会長）が「今後、ふれあいスポーツ大会を山口地区の行事として

定着させ、繋がりを深めることができれば」とあいさつ。 

ボールを構えていると、遠くから「がんばれ～！！」小さな子の声援が。シュートが決まると大歓声。大会の雰

囲気が徐々に盛り上がっていった２ポイントフリースロー。 

練習で、大きな体を小さくしてできるだけ速くフープの輪をくぐれるように知恵を出し合い、本番に臨んだフラ

フープ。そして、会場全体の歓声の中で行われた玉入れ。黙々と納得のいくまで跳び続けていたなわとび。 

今回の優勝チームは「山口剣友会」でした。終了後、家族で参加したお母さんが「和気あいあいと楽しかったで

す。ありがとうございました。」と感想を述べていました。 

 

 

 

 
 

山口地区の車いすちょい借りステーション、岩崎上町自治会館が加わり、５か所になりました。東西に広

がる山口地区ですが、今までよりも近い場所で借りることができるようになりました。 

これまでに利用された方々からたくさんの「ありがとう！助かりました」という声が聞かれます。そのう

ちのいくつかをご紹介します。さまざまな使い方があるので参考になさり、必要な方はぜひご利用下さい。詳

細は、所沢市社会福祉協議会地域福祉推進課（Tel：2925-0041）にお問合せ下さい。 

♥手軽に借りられた。 

♥駐車場が整っているので安心。 

♥貸出し時間など調整して頂き助かりました。 

♥自治会役員さんありがとう！ 

♥車いすがあったので自治会行事に参加できた。 

♥自治会のバス旅行時、車いすをバスに積んでいってくれたので

安心できた。 

♥同じ場所に家族で食事に行けた。 

♥常時家に置かずに貸出し時のみで利用者のリハビリになった。 

♥自分の車いすを補修の間、借りられた。 

♥急なことだったから、借りることができて良かった。 

♥借りて、そのまま実家に連れていくことができたので良かった。  

山口地区「車いすちょい借りステーション」の場所 

車いすの購入には、社協の会費が充てら
れています。 

 

 

 

 

大人も子どもも笑顔いっぱい、楽しそう。 

地主さんの協力のもと 2000 年に復元、2007 年に所沢市に寄贈された

菩提樹田んぼで、９月２４日（日）稲刈りが行われました。参加者は約 40

名、稲を刈る人、縛る人、運ぶ人、稲架掛けをする人、おやつの準備をする

人、皆手際よくそれぞれの作業を進めました。昼前には、菩提樹田んぼの約

半分を占めるコシヒカリの稲刈りを終えました。残りのムサシモチとアキニ

シキの稲刈りは後日実施ということでした。 

菩提樹田んぼの会は、菩提樹池周辺の貴重な自然を守る活動の一環※）として世代を超え仲良く楽しく稲作作業

に参加される方で構成され、誰でも会員（会費は無料）になれます。 

※）菩提樹池周辺緑地の保全活動は、34 年前の昭和 58 年に発足した自然観察会「早朝探鳥会」に端を発します。

平成 22 年からは、地元３団体（菩提樹池愛好会、山口の自然に親しむ会、菩提樹田んぼの会）が主体となり、埼

玉県、所沢市、トトロのふるさと基金、西武鉄道と合同で、協定に基づいた保全活動を行っています。現在、周辺

区域も含め、5.1ha が「所沢市里山保全地域」に指定されています。 

わたしのまちの 車いす ちょい借りステーション 
＜山口地区＞ 貸出し取り扱い、５か所になりました !! 

町谷自治会館・大鐘自治会館・山口まちづくりセンター・福祉の森・岩崎上町自治会館 

菩提樹田んぼの稲刈り 
皆で汗を流しながら自然の恵みの豊かさを実感 

 

和気あいあいとふれあい深めた 
第２回 山口地区ふれあいスポーツ大会 
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山口地区の催し物情報・参加者募集 

 

 

 

 

新堀（にいぼり）という地名は山口城との絡みで新しい堀などに関わるかと思いきや、そうではなく太田道灌の

家臣「新堀玄蕃」また「日暮里玄蕃」が住んだためと伝えるが、現在の日暮里に移りし後、（ﾆｯﾎﾟﾘ⇒にいぼり）と

呼ばれたと、様々な説がありますが確証はないそうです。しかしロマンが感じられますね。当時柳瀬川の改修工事

があり「新堀」（にいぼり）とも云われたそうです。現実的で納得できますが、なかなか難しいものですね。 

さて、現在は道路や鉄道などが整備され昔の面影はすぐには感じられませんが、新堀地区は大鐘地区の隣ですが、 

江戸時代の地頭、武蔵孫之丞秀貞の知行宛行状資料をみても吾庵

橋、地蔵峰南方面は傾斜地で稲作には不向きであったようです。 

現在の番地で上山口 1825～1843 新堀自治会館あたりに、

かつて金乗院があったという「元寺」と呼ばれる地の近くである

ことから、このあたりは大門（だいもん）といわれています。更

に小高い丘を登っていくと行くと「蚕影（こかげ）山」大権現と

刻まれた碑で、武蔵国入間郡「大鐘村新堀村」の両村名が入った

護碑に出会いました（思わず一人喜びです）。建立は嘉永７年

（1854）4 月で、両村共同の祭りごとだったのでしょう。 

ところで「蚕影（こかげ）山」とは何を表す意味なのでしょう

か。養蚕に関したことと思われますが、蚕にちなんだ歴史をさか

のぼってみることにしました。 
武蔵国入間郡 新堀村 
大鐘村の護碑。 

常陵国「蚕影（こかげ）
山」。 

 

 

 

催し物の名称・主催 日時・場所・内容 募集内容・申込み 

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  

日時 

 

 

場所 

内容 

11 月８日（第２水曜日）、12 月６日（第 1

水曜日）、30 年１月 10 日（第２水曜日）午

前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター（和室） 

乳児の子育て支援と交流 

対 象 

申込み 

参加費 

乳児とその保護者 

当日、直接お越し下さい。 

無料 

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 

本の貸し出し：11 月 11 日、18 日、25 日、12 月９日、16 日、30 年１月６日、

13 日、20 日、27 日（毎月第 1 週から第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター（学習３号） 

おはなし会：１月はお休み 大おはなし会：11 月 11 日 午後２時～（ホール）

クリスマスおはなし会：12 月９日午前 11 時～（ホール） 

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 

日時 

 

 

場所 

11 月 11 日、18 日、12 月２日、16 日、 

３０年１月６日、20 日（それぞれ土曜日） 

午前 9 時～11 時 

山口まちづくりセンター（和室） 

対 象 

申込み 

参加費 

小学生・中学生 

当日、直接お越し下さい。 

無料 

公開講座 育児中のママ
達へ！読んでほしいお
勧め本 
 

主催：山口まちづくりセン

ター 

日時 

場所 

内容 

講師 

11 月 16 日（木）午前 10 時～ 

山口まちづくりセンター（学習２号） 

ママ達に読んでもらいたい本の紹介を行います。 

所沢図書館児童奉仕グループ職員 

ママだけでもお子さん同伴でも OK！（※母子

同伴、母子別室で保育付き） 

対 象 

申込み 

子育て中の親 30 名  

10 月 19 日（木） 

電話もしくは窓口まで 

山口まちづくりセンター

（℡2924-1224）保育

希望受付は 12 名まで！ 

子育て交流会フィーカ 
 

 

 

主催：山口まちづくりセン

ター 

日時 

場所 

内容 

12 月７日（木）午前 10 時 30 分～ 

山口まちづくりセンター（和室） 

デコパッチで作るクリスマスキャンドル作り 

（※保育なし） 

対 象 

参加費 

申込み 

 

子育て中の人 16 名 

500 円 

11月９日(木)午前９時～ 

電話もしくは窓口まで 

山口まちづくりセンター

（℡2924-1224） 

持ち物 

 

エプロン、はさみ 

 

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 

日時 

 

 

場所 

内容 

11 月８日、12 月 13 日（第 2 水曜日）午前

10 時～12 時、受付は 9 時 30 分 

30 年１月はお休み 

山口まちづくりセンター（学習２号） 

ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など 

・体操があるので飲み物をご持参下

さい。 

問合せ 保健センター健康づくり

支援課（℡2991-1813） 

シリーズ㉕ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 

新堀（にいぼり）その１ 
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出張健康相談 
 

 

主催：保健センター健康づ

くり支援課 

日時 

 

 

場所 

11 月８日、12 月はお休み、30 年１月 10 日

（奇数月第２水曜日） 

受付は午後１時 30 分～3 時 

山口まちづくりセンター（ロビー） 

問合せ 保健センター健康づくり

支援課（℡2991-1813） 

内容 保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定 

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 

日時 

 

 

場所 

11 月 17 日、24 日、12 月８日、22 日、 

30 年１月 12 日、26 日（第 2、第４金曜日） 

午後１時 50 分～、受付は午後１時 30 分～ 

山口まちづくりセンター（ホール） 

申込み 

問合せ 

 

参加費 

持ち物 

不要 どなたでも大歓迎！ 

山口地域包括支援センター

（℡2928-7525） 

無料 

飲み物、汗拭きタオルなど 

内容 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。 

地域交流会ぬくもり広
場 
主催：山口まちづくりセン

ター 

日時 

 

場所 

内容 

11 月 15 日（水）、12 月 15 日（金）、 

30 年１月 17 日（水）午前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター（学習２号） 

交流と仲間づくり 

対 象 

申込み 

参加費 

高齢者と障害のある方 

当日、直接お越し下さい。 

100 円（当日いただきま

す） 

図書館おはなし会 
 

 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

 

場所 

11 月 11 日、25 日、12 月９日、23 日、30

年１月 13 日、27 日（土曜日）午前 10 時 30

分開始 

所沢図書館椿峰分館 

対 象 

 

４歳以上（保護者の方もご

一緒に） 

申込み 

問合せ 

所沢図書館椿峰分館 

（℡2924- 8041） 

内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など  

図書館親子おはなし会 
 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

場所 

11 月 15 日（水）、12 月３日（日）、30 年

１月 17 日（水）午前 11 時開始 

所沢図書館椿峰分館 

対 象 

 

０歳から 3 歳まで（保護

者の方もご一緒に） 

申込み 

問合せ 

所沢図書館椿峰分館 

（℡2924- 8041） 内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ 

山口グラウンドゴルフ大会 
主催：所沢市体育協会山口

支部、共催：山口まちづく

り推進協議会 

日時 

 

場所 

11 月 19 日（日）受付８時 15 分～ 

競技午前９時～12 時（予定） 

狭山湖運動場 

申込み 

 

参加費 

11 月 10 日まで（個人参

加の方は当日可） 

無料 

詳細は別途回覧をご覧下さい。 

秋季「もったいない市」 
 
 
 
主催：所沢市、協力：山口

地区環境推進員協議会 

日時 

 

 

場所 

11 月 19 日（日）回収：午前９時～午後３時 

「もったいない市」： 9 時 30 分～２時 30 分

（12 時～１時は入替などのため中断） 

山口まちづくりセンター 

詳細は 3 月に全戸配布された「家庭

の資源とごみの分け方・出し方」を

ご覧下さい。出せないものがありま

す。 

内容 再使用可能な古着・古布・食器をお持ちいただき展示、気に入ったものがあれば無

料でお持ち帰りできます。 

第三回山口三世代まつり 
主催：山口地区母子愛育班 

共催：山口まちづくり推進

協議会地域福祉部会 

協力：所沢市保健センター 

日時 

場所 

内容 

11 月 25 日（土）午前 10 時～12 時 

山口まちづくりセンター（ホール） 

楽しんで作るビーズ細工、折り紙、新聞紙で作

るバック、バルンアートなど 

対 象 

申込み 

参加費 

問合せ 

どなたでも 

当日、直接お越し下さい。 

無料 

母子愛育班（及川）（℡

2923- 2765） 

「子ども焼きいも大会」 
ふれあいの会 

日時 

場所 

12 月２日（土）午前 10 時～12 時 

中氷川神社境内 

  

主催：所沢地区更生保護女性会山口支部 

第 71 回所沢市山口地区
成人のつどい 

日時 

場所 

30 年１月８日（祝） 

メットライフドーム（獅子ビル） 

対 象 平成９年４月２日～平成

10年４月１日に生まれた

方 主催：所沢市、所沢市教育委員会、山口地区成人のつどい実行委員会 

山口民俗資料館 勉強会 
 
 
主催：山口民俗資料館 

日時 

場所 

内容 

11 月 18 日（土）午前 10 時～12 時 

山口民俗資料館 

テーマ：湖底のふるさと“勝楽寺村”の話（2） 

―ジルイのつきあいと膳腕組合― 

参加費 

講 師 

申込み 

 

300 円 

宮本 八惠子氏 

不要、当日、直接お越し下

さい。 
 
 
 
 
 

編 集 後 記 

今年の防災訓練は、初回ながら訓練参加人数を上回る要支

援者の安否を確認できたのが大きな成果、災害時には皆で周

りの無事を気遣うのが大切と思いました。写真撮影に御協力

いただいた佐藤清一郎様（岩崎上町）、金子保夫様（町谷）、 

青木徳行様（町谷）、毛利吉成様（大鐘）に深く感謝致します。 

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）  

山口まちづくり推進協議会のホームページを開設しました。 ぜひご覧下さい。  

http://yamasuisinkyo.sakura.ne.jp/ 


