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第 59 回山口地区文化祭

みんなでつくる、みんなの文化祭～

11 月 4 日（土）～５日（日）秋晴れの中、山口まちづくりセンターで山口地区文化祭(主催:山口地区文化祭実
行委員会)が開催されました。このイベントは多くの地域の方々が集い、交流を深める場となっています。会場で
は展示作品や日々の練習の成果を発表する舞台を熱心に鑑賞する来場者の姿があちらこちらに見られました。ま
た、軽食の販売も種類が豊富で「たくあん、炊き込みご飯や焼きそばなどを毎年、楽しみに来ている」と話してい
る方もいました。
恒例の福祉バザーの収益は「山口ふれあいの会」活動に使われているのですが、皆さんの善意が地域に還元され
るこの取り組みも文化祭から生まれています。子どもから年配者まで、楽しみ方はそれぞれですが、参加者、来場
者双方が一体となって創り上げている文化祭でした。

サークルの楽しさが会場にも広がってい
ました。

力作の中に知り合いの作品を見つけまし
た。

福祉バザーは宝さがしのようにワクワク
します。

ちょっと一休み、「山口茶屋」は憩いの
場です。

師匠と弟子の真剣な表情…未来の藤井
四段かな?

トコろんとひばりちゃんも踊りの輪に入っ
て盛り上げてくれました。

第七分団詰所車庫のシャッター絵がリニューアル
所沢市消防団第七分団の詰所車庫シャッター絵が劣化したため、７年ぶりにリニューアルされました。11 月
26 日（日）には、藤本正人市長、橋本徳邦山口小学校長をはじめ、大勢の関係者を来賓に迎え、詰所で御披露目
除幕式・賞状授与式が行われました。
絵をかいてくれたのは山口小 3 年生
の全員 100 名、最終的に 11 名の絵
が表彰の対象に選ばれました。力作揃

いで、候補を選択するのがとても難
しかったそうです。消防車を校庭に
展示して写生、休み時間には子ども
たちと若い団員の交流もありました。

シャッターへの絵の転写は団員が
慣れない手作業で行いました。

表彰された１１枚の絵は１２月にまちづく
りセンターのロビーに展示されました。

リニューアルされたシャッター絵の前で
記念撮影。
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山口ふれあいの会昼食会

10 月６日（金）と 12 日（木）の両日、山口ふれあいの会昼食会（主催：山口ふれあいの会、共催：地域福祉
部会、協力：山口公民館利用サークル連絡協議会）が 75 歳以上の方を対象に山口まちづくりセンターホールで開
催されました。
美味しい食事と、サークル連協のみなさんの日本舞踊、ハワイアンの歌と演奏、尺八演奏と楽しいひと時でした。
お弁当は何日も前から多くのスタッフが準備して、愛情込めて作りました。

一生懸命作っています。

みんなであそぼう！

調理のみなさんを紹介。

なつかしい歌を一緒に。

みんなでつくろう！

11 月 25 日（土）第３回山口地区
三世代交流「三世代まつり」
（主催：
山口地区母子愛育班、共催：地域福
祉部会、協力：所沢市保健センター）
が開催されました。三世代が遊びを
通して、交流を図りながら楽しむ催
しです。三世代まつりは地域で子ど
もを育てることに繋がります。会場
は大勢の子どもたちと大人が集まり
輪投げ、ぬり絵、リース細工等々、子ども
楽しく過ごしました。
も大人も一緒になって楽しみました。

三世代まつり

世代を超えた地域の繋がりが子どもた
ちを育てます。

秋季「もったいない市」
約 0.5 トンの衣料が再使用されました
11 月 19 日（日）
、山口まちづくりセンターにおいて、秋季「もったい
ない市」（所沢市古着・古布・陶磁器回収事業 協力：山口地区環境推進員
協議会）が開催されました。今回は陶磁器もたくさん集まりました。
まだ使える衣料をごみとして燃やしてしまうには忍びないという気持ち
は誰しも持っていますが、
「もったいない市」に出せば、ごみにならずに済

逸品がたくさんあり、選択に迷います。

みます。来年度も春と秋の２回開催予定ですので、ぜひ、ご来場下さい。
（日程は市などからの情報をご覧下さい）
ささら

平和の願いを伝えて 400 余年

岩崎 簓 獅子舞

10 月 14 日（土）、瑞岩寺境内で岩崎簓獅子舞（所沢市無形民俗文化財）
が奉納されました。当日の朝まで続いた雨も午後には何とか上がり、大勢
の人たちが伝統の獅子舞に見入りました。
岩崎簓獅子舞には、争いごとを止めて平和な世を願う、時代を超えた人々
の思いが込められており、400 余年の長きにわたり伝承されてきました。
そして現代は、次の時代を担う地元の子どもたちに引き継がれ、今年も子
ども獅子舞が披露されました。
獅子舞は１時間近くに及びますが、その背景やストーリーが分って所作
を追うと見る楽しさが倍増します。写真を撮る方はシャッターチャンスを 争いが終わり、仲良くなった三頭の獅子
逃しません。来年は少し予備知識を持って来場しませんか。
は和やかに舞い遊びます。
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シリーズ㉖ 行って見よう 山口の自然と歴史
新堀（にいぼり）その２

もっと知ろう！

おうじゅ

新堀から旧菩提木村、昔は（翁樹）と呼ばれていました。今でも時々このあたりで桑の古木を見ることができま
す。さて、蚕の歴史で「金色姫」の伝説を少しお伝えします。
昔インドのお姫様が継母にいじめられ、桑の木で作った船で流されてしま
いました。着いた所は「豊浦」という地。
（昔、筑波山麗の地域は海だった）
漁師の権太夫夫婦は、姫を看病しますが、亡くなってしまい、夫婦は悲しみ、
唐びつを創って姫の亡骸を納めました。
その夜、権太夫の夢の中で、姫が「食べ物を下さい」と訴えます。翌朝権
太夫夫婦が棺をあけると、亡骸は無く、蚕がたくさんいました。夫婦は姫が
桑の木の船に乗ってきたことを思い出し、桑の葉を与えます。やがて蚕は繭
を作りましたが、繭をどうして良いのかわからず困っていた権太夫。再び夢
を見て筑波山の仙人から糸をくくる方法を教えてもらい、養蚕を営みまし
た。

権太夫夫婦が棺をあけ蚕と出会う。
（金色姫伝説）

養蚕業で栄えた権太夫夫婦は、姫に感謝し富士山と筑波山の中心にあた
る、つくば市神郡（かんごうり）の地に姫の魂を祀り建物を設立。これが蚕
影（こかげ）神社の起源と言われています。
「蚕影（こかげ）神社」は養蚕
の神を祀る日本一社の神社。春には「蚕糸祭」が行われ、繁栄期には群馬富
岡、千葉、埼玉など各地の養蚕関係者が参拝したそうです。
新堀地区にある「蚕影（こかげ）山大権現」には、蚕に感謝し、祀った関
係者の想いや願いが込められた歴史があります。
年号不詳な割れた石の端に「大西領」と読める文字があります、旧新堀村
の北東端にあり旧菩提木に接した 1802～1824 番地辺りが「大西（おお
「蚕影(こかげ)山 大権現」や山王宮の碑。
にし）
」と呼ばれていたそうです。
新堀地区にある菩薩や石仏、碑を紹介しながら古道を東に歩きます、お楽しみに！

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

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

日時・場所・内容

募集内容・申込み

日時 １月 10 日（第２水曜日）、2 月７日（第１水 対 象 乳児とその保護者
曜日）、３月７日（第 1 水曜日）午前 10 時～ 申込み 当日、直接お越し下さい。
12 時
参加費 無料
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
日時 本の貸し出し：１月６日、13 日、20 日、27 日、２月３日、10 日、17 日、24
日、３月３日、10 日、17 日、24 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：１月はお休み、２月３日、３月３日
場所 山口まちづくりセンター（学習室３号）
日時 １月６日、20 日、２月３日、17 日、３月３ 対 象 小学生・中学生
日、17 日（それぞれ土曜日）
申込み 当日、直接お越し下さい。
午前 9 時～11 時
参加費 無料
場所 山口まちづくりセンター（和室）
日時 1 月はお休み、２月 14 日、３月 14 日（第 2 ・体操があるので飲み物をご持参下
水曜日）午前 10 時～12 時、受付は 9 時 30
さい。
分～
問合せ 保健センター健康づくり
場所 山口まちづくりセンター（学習室２号）
支援課（℡2991-1813）
内容 ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など
日時 １月 10 日、２月はお休み、３月 14 日（奇数 問合せ 保健センター健康づくり
月第２水曜日）
支援課（℡2991-1813）
受付は午後１時 30 分～3 時
場所 山口まちづくりセンター（ロビー）
内容 保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定
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日時 １月 12 日、26 日、２月９日、23 日、３月 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
９日、23 日（第 2、第４金曜日）
問合せ 山口地域包括支援センター
午後１時 50 分～、受付は午後１時 30 分～
（℡2928-7525）
共催：山口地域包括支援セ 場所 山口まちづくりセンター（ホール）
参加費 無料
ンター・山口まちづくりセ
持ち物 飲み物、汗拭きタオルなど
ンター
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 日時 １月 17 日（水）、２月 16 日（金）、３月 16 対 象 高齢者と障害のある方
日（金）※第２水曜日が祝日のため変更 午前 申込み 当日、直接お越し下さい。
主催：山口まちづくりセン
10 時～12 時
参加費 100 円（当日いただきま
ター
場所 山口まちづくりセンター（学習室２号）
す）
内容 交流と仲間づくり
図書館おはなし会
日時 １月 13 日、27 日、２月 10 日、３月 10 日、 対 象 ４歳以上（保護者の方もご
24 日（土曜日）午前 10 時 30 分開始
一緒に）
場所 所沢図書館椿峰分館
申込み 所沢図書館椿峰分館
主催：所沢図書館椿峰分館 内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など 問合せ （℡2924- 8041）

山口とこしゃんくらぶ

図書館親子おはなし会

日時 １月 17 日（水）、２月４日（日）、３月 14 日 対 象 ０歳から 3 歳まで（保護
（水）午前 11 時開始
者の方もご一緒に）
場所 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）
内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ
※所沢図書館は、2 月 13 日～2 月 28 日までの期間、図書館システム更新・蔵書点検の
主催：所沢図書館椿峰分館 ため、全館休館します。
平成 29 年度所沢市消防 日時 １月７日（日）午前１０時～１２時
出初式
場所 所沢航空記念公園内（航空発祥記念館南側）
主催：所沢市、所沢市消防団 内容 第１部式典、第２部訓練の部
第 71 回所沢市山口地区 日時 １月８日（月・祝）
対 象 平成９年４月２日～平成
成人のつどい
場所 メットライフドーム（獅子ビル）
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、第 71 回山口地区成人のつどい実行委員会
古典文学講座第２弾 公 日時 １月２０日（土）午後２時～３時３０分
定 員 180 名
開講座
場所 山口まちづくりセンター（ホール）
参加費 無料
内容 『琵琶の演奏を聞きながら平家物語を味わう』 申込み １月４日（木）午前９時～
主催：山口まちづくりセン
～生の薩摩琵琶演奏を披露～
（℡2924-1224）
ター
講師 櫻井亜木子氏（鶴田流 薩摩琵琶奏者）
池山由香（アルパ＆歌） 日時 ２月 17 日（土）午後２時～
定 員 197 人 ※未就学児不可
コンサート
場所 山口まちづくりセンター（ホール）
参加費 500 円
共催：市民文化センター ミュ 出演 池山由香（アルパ＆歌）
、篠原梨恵(フルート)、 申込み １月９日（火）より当セン
ーズ、山口まちづくりセンター
大柴拓（ギター）
ター窓口にて鑑賞券を販売
第２回新春お楽しみ演
日時 １月 21 日（日）開場：午後１時、開演：1 時 定 員 100 名
芸会
30 分
参加費 無料
場所 椿峰コミュニティ会館別館ホール
問合せ 椿峰コミュニティ会館別
主催：椿峰コミュニティ会館 内容 和太鼓、南京玉簾、マジックなど
館（℡2923－7922）
山口民俗資料館 勉強会 日時 3 月（予定）
参加費 300 円
場所 山口まちづくりセンター（予定）
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。
期嘉永二酉年春に書かれた古文書、著者不明であるが「柳瀬の川うそ」と記されて
いる。今は狭山湖に沈んだ勝楽寺村から山口、小手指、三ケ島などにある神社仏閣
主催：山口民俗資料館
を訪ねた時の印象が記されている。

あなたのケータイが金メダルに！みんなのメダルプロジェクト

山口まちづくりセンターにも回収 BOX を設置

回収にご協力を！

あなたの携帯電話や小型家電※）が東京 2020 オリンピック・パラリンピックのメダルになります。
※)携帯電話等（携帯電話、PHS、ス マ ー ト フ ォ ン、携帯電話用充電器・充電池）、デ ジ タ ル カ メ ラ、ゲーム機、時計、コ ー ド類

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。http://yamasuisinkyo.sakura.ne.jp/
編

集

気が付けばもう師走、今年も様々な行事や活動を取材させてい
ただきました。また、貴重なご意見や感想もいただきました。あ
らためてお礼申し上げますとともに、来年もよろしくお願い申し

後

記

上げます。広報委員：新居亨一（地域環境部会）
、池ノ谷潔美（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）

