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1月 8日（月・祝）、冬の冷たい空気を跳ね返すように、思い思いの晴れ着やスーツを身にまとった新成人がメ

ットライフドーム獅子ビルに集いました。今年は地区外からの出席者を含めると 100％の出席率となり、新たな

門出を祝うために来賓の方々も多数、出席されました。第１部の式典では式辞、祝辞に続き、新成人代表が「今日

を迎えることができた事に感謝し、将来の夢や目標にむけて頑張っていきたい」と力強く語ってくれました。また、

新成人実行委員の進行で始まった第２部では恩師から当時の思い出話や励ましの言葉をいただき、最後は抽選会で

盛り上がりました。これからの山口を担う若者たちの大いなる飛躍に期待しています。 

新成人代表「二十歳の誓い」。 進行役の新成人実行委員の皆さん。 消防団員(女性消防団員も)募集中。 

   

満面の笑みで一緒にピース。左：仲良しの仲間と、中：上山口中の北村元校長と、右：今も山口中在職の吉田校長、丸山先生と。 
 
 

 

12月２日（土）、中氷川神社において 548名が参加し、恒例の「子ども焼いも大会」ふれあいの会（主催：所

沢地区更生保護女性会山口支部）が開催されました。この焼いも大会は、法務省が主唱する「社会を明るくする運

動」の一環として平成２年に始まり、今回で 26回目を迎えました。今年は、長い間の功績が認められ、法務大臣

から中氷川神社に感謝状が贈られました。 

この焼いも大会には、「皆で手伝いをし合って良い社会を作ることの大切さを知ってもらう。他からしてもらう

だけではなく、自分がしてあげる人になって欲しい」（藤本市長の言葉を拝借）という子どもたちに対する願いが 

込められており、主催者はもとよ

り、中氷川神社の氏子や PTA の皆

さんをはじめ、多くの地域の人たち

の協力によって運営されています。 

今年焼かれたサツマイモは 350

キロ、そのうちの 100 キロは仲良

久さんとまつば児童館からの御寄

付です。落ち葉拾いや歌とゲームの

後は境内に座り込み、皆で甘～い焼

いもを頬張りました。 
感謝状は柴山衆議院議員から中氷川神
社の朝日宮司に手渡されました。 

リーダは中学生です。（昨年７月、社会
福祉事業功績者として表彰されました） 
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祝 第 7１回 所沢市山口地区成人のつどい 
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私たちの普段の生活はもちろんのこと、いざというときの地域の安全と安心は、ご近所や自治会・町内会の繋が

り、交通安全協会、防犯協会、消防団をはじめとする多くの皆さんの地道な活動により支えられています。 

平成 29年も日頃の功労をたたえられ、次の方々が各方面から表彰されました。あらためて感謝の意を表します。

（敬称略・既報は除く） 

交通安全功労者・優良運転者 

全日本交通安全協会長表彰 交通栄誉
賞（緑十字銅賞） 
交通安全功労者 神山 敏夫（南打越）    
優良運転者 遠藤 庄司（菩提樹） 

（9月 11日受賞） 

埼玉県警察本部長・埼玉県交通安全協会
長表彰 
交通安全功労者 山下 嘉政（岩崎下町） 
優良運転者 田中 廣信（岩崎中町） 

（9月 11日受賞） 

所沢警察署長表彰 
優良運転者 石川 悌亮（堀之内） 
優良運転者 小峰 啓佑（堀之内） 
優良運転者 山口 優（川辺） 
優良運転者 有ヶ谷 佳伸（町谷） 
優良運転者 小沢 耕一（岩崎中町） 
優良運転者 金井 鋭宇（川辺） 

（10月 1日受賞） 

地域安全功労者 

全国防犯協会連合会防犯栄誉銀賞 
荻野 隆一（所沢市防犯協会監事） 

所沢市防犯協会地域安全功労賞 
粕谷 武（所沢市防犯協会山口支部） 

（11月 17日受賞） 

消防功労・協力者 

埼玉県消防協会表彰 

二等功労章 
日山 孝之（第七分団 団員） 

機関技能章 
塩野 自郎（第七分団 班長） 
岡部 由宇（第七分団 団員） 
山岸 誠一郎（第七分団 団員） 
波多野 周平（第七分団 団員） 

消防功労章 
清水 雄一（元第七分団 班長） 

埼玉県消防協会所沢支部表彰 

一等功労章 
日山 孝之（第七分団 団員） 

三等功労章 
塩野 自郎（第七分団 班長） 
岡部 由宇（第七分団 団員） 
山岸 誠一郎（第七分団 団員） 
波多野 周平（第七分団 団員） 

（11月 19日受賞） 

所沢市自治連表彰 

団体の部 
優良賞 岩崎下町町内会 

（代表：池田 悦久） 

個人の部 
自治振興賞 本栁 幸夫（川辺町内
会） 
自治振興賞 池田 悦久 

（岩崎下町町内会） 
（６月１日受賞） 

 

 
 

１月８日（月・祝）午後、メットライフドーム獅子ビルにおいて、「山口

地区新春のつどい」（主催：山口まちづくり推進協議会、山口地区新春のつ

どい実行委員会）が開催されました。藤本市長をはじめとした来賓の方々、

自治会・町内会、諸団体、山口まちづくり推進協議会からの出席者 147名

が一堂に会しました。 

まちづくり推進協議会の神藤会長は「人にやさしい山口！」を作って行き

たいとの抱負を述べ、来賓の方々からは山口地区の取組みに対する期待の言

葉をいただきました。参会の皆さんは今年一年に掛ける思いを新たにし、ま

た、相互に情報交換をして親睦を深めました。 和やかな雰囲気で情報交換。 
 
 
 

 

11月 19日（日）、狭山湖運動場において、体協山口

支部と学習文化部会共催の山口地区「（秋季）グラウン

ドゴルフ大会」が開催され、134 名が参加しました。

最高齢は 89歳、平均年齢は 76歳です。 

山口はグラウンドゴルフが盛んな地域、今回もこの大 

11月 18日（土）、山口まちづくりセンターにおいて

地域福祉部会と所沢市社会福祉協議会の共催による「支

え合う地域と個人情報のはざま」と題した研修会が開か

れました。講師は弁護士の吉田伸広氏、講演と事例紹介

により個人情報とは何かを知り、名簿開示や写真掲載な 

会を待ち望んで

いた人たちで熱

戦が繰り広げら

れ、スコアも大接

戦でした。ホール

インワンは39回

のうち、50ｍの

ロングホールで

４回も達成され

ました。 
好天に恵まれた大会、年齢上位優先の
ため涙を飲んだ方も大勢いました。 

どについて適切

な取り扱い方を

学びました。 

福祉や自治会・ 

町内会活動にお

いて個人情報保

護は重要な課題

であり、会場から

はたくさんの質

問がありました。 
民生委員や自治会・町内会役員をはじめ
福祉活動に関わる人が多数参加しました。 

祝 表彰 快適な生活を支えていただき感謝 

大接戦のグラウンドゴルフ大会 

戌年への期待を込めて 平成 30年 山口地区新春のつどい  
 

地域福祉研修会 個人情報保護を勉強 
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力を合わせて蔓の撤去作業。 

12 月９日（土）、地域環境部会の主催により、柳瀬川の児泉橋付近で清

掃作業が行われました。参加者は 16名、他部会の協力もありました。 

皆、長靴を履いて川原に降り、投げ込まれたり流れてきたごみを拾い、ま

た、川に大きく垂れ下がった蔓の撤去作業を行いました。 

約２時間の作業でしたが、山のようなごみが回収され、川原は見違えるよ

うにきれいになり、川の水もよどむことなく流れるようになりました。 

 

 

 

 

山口小は、昭和 37年に現在の場所に移転するまで、（株）沖電気コミュニケーションシステムズの敷地にあり

ました。（ちなみに山口中も昭和 22年から昭和 30年まで同じ場所にありました）移転後の旧校舎は、同社（当

時の社名は東邦電子）の社屋として長い間使われてきましたが、老朽化のため解体されることになりました。 

昨年の 12月、（株）沖電気コミュニケーションシステムズさんの御厚意により、解体途中の旧校舎の内部を見

学させていただくことができました。大正 10年に建てられた木造校舎から鉄筋コンクリート校舎に建替えられた

のは昭和 30年ですが、外壁には模様が施されるなど、当時としてはかなりしゃれた感じの建物だったようです。

建物の中に入り、廊下やトイレ、教室や黒板などを見ていると、廊下を走ったり、黒板に落書きをする元気な子ど

もたちの姿が目に浮かび、半世紀以上も前にタイムスリップしたようでした。 

この校舎で学んだ卒業生の方々に昔の話を伺うと、体育の授業は道路を渡ってグラウンドに行った、裏山に湧水

がありサワガニを捕った、木造の小さな橋を渡って通学した、学校が移転するときには自分のものは自分で運んだ

など、懐かしそうに語ってくれました。校舎はなくなっても、懐かしい思い出は心の中に残っていくことでしょう。 

昭和 30年、道路を挟んで木造校舎と
グラウンドが見えます。写真提供：（株）
沖電気コミュニケーションシステムズ 

今はミカンの木が植えられた裏山、サ
ワガニを捕ったという湧水も残されて
いました。 

当時のままに残された黒板、どこかか
ら子どもたちの元気な声が聞こえてき
そうです。 

 

 

 

 

先人は、自分の生活の成り立ちは「○○のお陰です」といった感謝の心や気持ちを持っており、植物や動物のお

陰といった気持ちからさまざまな工夫が生まれてきたと思われます。衣をつくるにしても「神衣」など常にささげ

ることを前提に考え、工夫したことで優れた技術や伝統が生まれたと感じられます。 

柳瀬川流域の丘陵地では養蚕が盛んにな

り、近郷の村々は織物の村としても発展し、

人々の暮らしを支えていました。所沢飛白

（かすり）が生まれ、所沢は商業地として

も発展しました。連絡道も作られ、勝楽寺

村（上山口、現在は狭山湖の湖底）を経て、

東大和や武蔵村山・八王子・五日市・青梅

方面と所沢が結ばれました。 

山口地区内の古道の近くでは、馬頭観世

音菩薩や石仏、古い道標などに出会えます。

特に、歴史散策には古道がお勧めです。 
馬頭観世音菩薩 
嘉永六年（1853） 

精進峯の碑 
 

天保十六年（1844）
改元 12/2～ 

次回、菩提樹（菩提木）密厳院から町谷方面についてご紹介します、お楽しみに！ 

シリーズ㉗ 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３ 

柳瀬川の児泉橋付近がきれいになりました 
 

旧山口小の校舎が老朽化のため解体されます 
思い出いっぱいの学び舎は心の中に 
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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 

３月７日、４月４日、５月２日（第 1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：３月３日、10日、17日、24日、４月７日、14日、21日、28日、

５月 12日、19日、26 日（毎月第 1週～第 4週の土曜日）午前 10時～12時 

おはなし会：３月３日、４月７日、５月はお休み 

山口まちづくりセンター（学習室３号） 

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 

３月３日、17日、４月７日、21日、５月５日、

19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 

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 

３月 14日、４月 11日、５月９日（第２水曜

日）午前 10時～12時 受付は 9時 30分～ 

山口まちづくりセンター（学習室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） 

出張健康相談 
 

主催：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 

３月 14日（奇数月第２水曜日）午後１時 30

分～3時（受付） 

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） 

保健師・栄養士による健康相談、血圧や体脂肪の測定 

30 年３月をもって終了します。 

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 

内容 

３月９日、23日、４月 13日、27日、５月

11日、25日（第 2・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） 

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。 

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 

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 

３月16日（金）（第2水曜日が祝日のため変更）、

４月 20日（金）、５月 16日（水）午前 10時

～12時 

山口まちづくりセンター（学習室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 

 

内容 

場所 

３月 10日、24日、４月 14日、28日、５月

12日、26日（土曜日）午前 10時 30分開始 

すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など  

所沢図書館椿峰分館 

対 象 

 

問合せ 

４歳以上（保護者の方もご

一緒に） 

椿峰分館（℡2924- 

8041） 

図書館親子おはなし会 
 

 

主催：所沢図書館椿峰分館 

日時 

 

内容 

場所 

３月 21日（水）、４月１日（日）、５月 16

日（水）午前 11時開始 

てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ 

所沢図書館椿峰分館 

対 象 

 

問合せ 

０歳から 3歳まで（保護

者の方もご一緒に） 

椿峰分館（℡2924- 

8041） 

山口地区安全・安心推進
大会  

 

日時 

場所 

内容 

3月 17日（土）午前 10 時～12時予定 

山口まちづくりセンター（ホール） 

交通安全～その事故はなぜ起きたのか（仮題） 

詳細は別途回覧される文書をご覧

下さい。 

古文書「山口詣」を読む
～山口周辺を江戸末期に歩く 

主催：山口まちづくりセン

ター 

日時 

場所 

内容 

講師 

３月 24日（土）午後１時３０分～ 

山口まちづくりセンター（学習室２号） 

山口地域の土地と歴史 

小山 裕氏 

定 員 

参加費 

申込み 

50名（先着順） 

無料 

２月６日（火）午前９時～ 

（℡2924- 1224） 

 

 

編 集 後 記 

今年も「成人のつどい」には大勢の新成人が出席しました。数字のマジックとは言え、出席率 100％というのは信じが
たいことです。例年、山口の出席率が高い理由は何なのでしょうか。懐かしい友達に会えるから？ お世話になった恩
師に会えるから？ いろいろ考えられますが、山口では子どもの頃から共に学び、遊びながら育まれた絆が強いからで
はないでしょうか。良き伝統は大事にしたいです。 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） 

山口地区の催し物情報・参加者募集 

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。「山口まちづくり推進協議会」で検索。 
 


