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９月１日（土）、平成 30年度所沢市総合防災訓練（主催：所沢市、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）が実施されます。詳細は、別途回覧される実施案内をご覧下さい。 

『備えあれば憂いなし』、避難場所や避難経路を実際に確認しておくことが大切です。『自分たちのまちは自

分たちで守る』、近隣や自治会・町内会の皆さんが協力し、お互いに助け合うことも大切です。防災訓練に参加

して、「いざという時」に備えましょう。 

ご近所の人たちで安否確認訓練（平成
２９年）。〔写真提供：町谷自治会〕 

まさに想定外、台風の大雨による突然の
道路陥没（平成２９年）。 

大雨で川と化した道路（平成２８年）。 
〔写真提供：山口地区自治連合会〕 

＜昔も今も変わらないご近所の助け合い＞自治会・町内会に入会しましょう！ 

 

 

 

 

平成 29年 10月 23日早朝、台風 21号による大雨の影響により堀之内地区内で市道の崩落事故が発生しまし

た。被災直後、堀之内町内会は町内会館に被災者 15 世帯 35 名を受入れ、山口地区自主防災会や近隣住民と協力

して、寝所、飲食の提供を行いました。その際、町内会未加入の被災者に対しても町内会として積極的に人道支援

を行うとともに、自宅に戻れない人たちと連絡を取るなどのフォローも行っています。町内会未加入の方々はその

後町内会に加入されたそうです。 
 

 

５月 26 日（土）、山口まちづくりセンターのホールにおいて平成 30 年度山口まちづくり推進協議会全体会議

が開催されました。平成 29 年度の事業報告と決算報告及び監査報告、平成 30 年度の事業計画（案）と予算（案）

について審議され、原案通り承認されました。今年度は役員の改選はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 山口まちづくり推進協議会 全体会議が開催されました 

祝 堀之内町内会が所沢市自治連から表彰されました 
積極的な被災者救援活動が評価され 自治会活動団体の部で優良賞を受賞 

今年の防災訓練は ９月１日(土) ぜひご参加下さい 

山口でも身近なところで自然災害が発生しています 

 

事案調整会議 監 査 
平成 30 年度の
組織構成図 

運 営 会 議 

地域振興部会〔部会長 関口守〕（１） 

地域安全部会〔部会長 藤井昇〕（５） 

地域福祉部会〔部会長 前田克夫〕（６） 

青少年育成部会〔部会長 柴田さなえ〕(10) 

地域環境部会〔部会長 鈴木良一〕（６） 

学習文化部会〔部会長 土田豊〕（５） 

（ ）内は登録団体の数。詳細は「さわやか」24

号あるいは推進協議会の HP などをご覧下さい。 

全 体 会 議 
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平成 30 年 4 月 1 日より埼玉県では自転車に乗る人に対して自転車保険

の加入が義務化されました。その背景には、自転車による重大事故で加害者

側が高額な賠償金を請求されるケースが増加していることが挙げられます。 

例えば、平成 20 年、神戸市で当時小学 5 年生の男子が自転車で帰宅途

中、女性に気がつかず正面衝突、女性は意識不明の状態が続いていて児童の

母親に賠償額 9,521万円の支払いを命じる判決がありました。 

平成 30 年２月末の所沢市内児童生徒交通事故の資料※）によると自転車

事故のトップは小学 4 年生（28 年度は 3 年生）です。また、交通事故は

5 月、木曜日、放課後・下校時に多いという統計も出ています。そこで、山

口小、泉小、椿峰小では毎年 5月に自転車免許講習会や交通安全教室を開 
自転車免許講習会で自転車の安全な
乗り方を学ぶ小学生。（平成２７年泉小） 

いて交通ルールやマナー、自転車の乗り方を繰り返し学んでいます。 

手軽に利用できる自転車ですが、多くの事故が起きているという現実があり、事故はいつ起こるか分かりません。

自転車はれっきとした車両であることを認識して、各家庭で万が一に備えて自転車保険に加入しましょう。 
※）所沢市教育委員会 健やか輝き支援室 “平成 29 年度年度 所沢市内児童生徒交通事故の状況”平成 30 年 3 月 9 日発行 

 

 
 
 

自然に恵まれ、歴史の話題も豊富な山口ですが、学習文化部会では、もっ

と地元を知り愛着をもってもらうため、皆さんの情報提供による「山口名所

マップ」を作成中です。ご覧になった方も多いかも知れませんが、４月 18

日（水）には J:COMのデイリーニュースでも紹介されました。 

マップ作成の参加方法は簡単です。皆さんが日頃名所と思っている場所が

ありましたら、山口まちづくりセンターロビーに展示されている大きなマッ

プの上に目印をつけ、写真と簡単な説明を添えて下さい。あまり知られてい

ない秘密の場所やお気に入りの景色が望める場所など、大歓迎です。右の写

真のようにすでにかなり多くの名所で埋められていますが、よく見るとまだ

意外な場所が抜けているようです。 
６月初めで７０か所以上埋まっています。
あなたの名所も教えて下さい。 

「山口名所マップ」の完成版は、今年度秋の第 60 回山口地区文化祭で展示される予定なので、ご期待下さい。 

 

 

 

 

 

５月 27 日（日）は春の「環境美化の日」（主催：所沢市、所沢市自治

連合会、所沢市環境推進員連絡協議会）、汗ばむ陽気でしたが多くの市民

が参加して市内一斉の清掃活動を行いました。 

山口地区は各自治会・町内会によってそれぞれやり方は異なりますが、

早朝から多くの人たちが外に出て道路、水路、広場などのごみ拾いや清掃

を行いました。 

犬のフン放置やオシッコで迷惑を

被っている人は少なくないと思われ

ます。山口地区環境推進員協議会と

山口地区自治連合会では下の図のよ

うな啓発パネルを用意しています。 

ご希望の方は、まちづくりセンタ

ーで入手することができますので、 
ご活用下さい。 

ご近所で力を合わせて水路の清掃。大雨

による道路冠水の軽減に繋がります。 

子どもたちも大勢参加。環境美化につ

いて学ぶ良い機会です。 

5 月 27 日は 春の「環境美化の日」 
暑い中お疲れ様でした 

犬フン放置防止の啓発 

パネルは要りませんか 

 

みんなで完成させよう！「山口名所マップ」 
皆さんの秘密の名所・好きな場所を教えて下さい 

自転車事故の高額賠償への備えは大丈夫ですか？ 
自転車はれっきとした車両、万が一に備えて自転車保険に加入を！ 
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愛泉道院が加わり、６か所に増えました。 

所沢市社会福祉協議会では、一時的に車いすが必要となった市民に無

料で車いすを貸し出しています。山口地区の「車いすちょい借りステ

ーション」は、新たに愛泉道院が加わり、合計６か所になりました。

これまでにもたくさんの方々が様々な形で利用され、好評です。 

詳細は、所沢市社会福祉協議会地域福祉推進課（Tel：2925-0041）

または山口まちづくりセンター（Tel：2924-1224）にお問合せ下さい。 

 

 

 

皆さん楽しそう。今年の夏祭りは踊りに

挑戦する人が増えそうです。 

好評で２年目を迎えた「盆踊り」講習会。今年も６月２日、９日、16

日、30 日（いずれも土曜日）の４回、山口まちづくりセンターのホー

ルで行われました。「見る」から「踊る」に挑戦をテーマに、１回目の２

日は 37 名が参加し、７月から始まる夏祭りに向けた練習をしました。 

山口民踊レクリェーションクラブの方たちが音頭をとり、参加者の皆

さんは見よう見まねで、それぞれの個性に従い楽しく踊っているようで

した。夏祭りが盛んな山口で踊る方たちがさらに増えるとよいですね。 

 

 

 

祭 り 名 称 開 催 日 時 開 催 場 所 

祇園祭夏祭り 

新堀夏祭り 

堀口自治会夏祭り 

堀之内八雲神社祭礼 

菩提樹自治会盆おどり大会 

氷川町内会納涼大会 

町谷自治会納涼盆踊り大会 

梨ノ木戸 2 号団地「夕涼み会」 

7 月８日（日）午前９時～ 

7 月８日（日）午前 10 時～（10:30 山車･神輿巡回 16:30 民踊流し） 

7 月 14 日（土）午後５時～ 

7 月 14 日（土）午後４時～（16:30 神輿渡御 16:45 お囃子） 

7 月 14 日（土）午後５時～ 

7 月 21 日（土）午後６時～ 

7 月 28 日（土）午後６時～（ゲーム大会:午後４時 30 分～） 

7 月 29 日（日）午後４時 30 分～ 

大鐘公民館 

新堀自治会館 

堀口天神社境内 

八雲神社 

菩提樹こども広場 

中氷川神社境内 

町谷自治会館広場 

自治会内道路上 

岩崎上町夏祭り納涼大会 

上山口夏祭り 
岩崎中町町内会納涼祭 

川辺町内会納涼祭 

岩崎下町納涼祭 

山王峰自治会 

8 月４日（土）午後５時～（17:00 子供広場 18:00 納涼大会） 

8 月 11 日（土）午後５時～ 

8 月 11 日（土）午後４時 30 分～（16:30 第一部 18:00 第二部） 

8 月 25 日（土）午後５時～ 

8 月 25 日（土）午後６時～ 

8 月 25 日（土）午後６時～ 

岩崎上町自治会館 

中澤大駐車場 

瑞岩寺駐車場 

川辺公民館広場 

岩崎公園 

自治会内水道用地 

 

 

 

菩提樹の歴史は遠い昔のことで古

記もあまりなく、現存している古碑

などや寺の住職さんのお話し、所沢

市史からも紹介していきます。 

現在、翁樹神社に残っている石塔

には「万尊大権現」と、かすかに読

み取れます。年号は寛徳（かんとく）

年間とも読めますが（1046）、奉献 

千年樹とあり、風化した石の文字を

読みとるには難しく、場所や石の肌、

粒子と光量や色素、見る角度など状

態により何度も確認が必要です。 武州入間郡 菩提木村 奉献千年樹 万尊大権現と読み取れます 

次号では、皆さまよくご存じの空海「弘法大師」について解る範囲でお伝えします。    （寄稿 神藤年三氏） 

シリーズ㉙ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！ 
菩提樹（ぼだいぎ）その２ 

 

みんなで踊ろう夏祭り 今年も開催「盆踊り」講習会 

子どもたちが待ちに待った 山口の夏祭り 今年は１４会場で開催 

山口地区の 「車いす ちょい借り 」 

６か所に増えました !! 
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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 

７月４日、８月１日、９月５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：７月７日、14 日、21 日、28 日、８月４日、18 日、25 日、９月
１日、８日、15 日、22 日（毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 
おはなし会：７月 14 日、８月はお休み、９月１日 
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 

７月７日、21 日、８月４日、18 日、９月１日、
15 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 

夏休み子ども手づくり講座

『気軽に作れる！とび
出すカード』 
 
 
 
主催：山口まちづくりセン
ター 

日時 
場所 
内容 

８月９日（木）午前１０時～正午 
山口まちづくりセンター（学習室３号） 
開いた瞬間！思わず声が出るような驚きを秘め
た「とび出すカード」を作ります。複雑に見え
る「とび出す絵」のしくみを学びます。 
夏休みの宿題づくりの参考にいかがでしょう
か？  

対 象 
 

申込み 
 
 
 

参加費 
持ち物 

小学１年生～６年生まで 
先着 20 名 
７月５日（木）午前９時～
山口まちづくりセンター
（℡2924-1224） 
月曜・夜間は受付不可 
300 円（材料代） 
紙を切るハサミ、筆記用具 

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 

７月 11 日、８月はお休み、９月 12 日（第２
水曜日）午前 10 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） 

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 

７月 13 日、2７日、８月はお休み、９月 14 日、
28 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 

７月 18 日（水）、８月 17 日（金）、９月 19
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） 

歴史講座～琵琶奏女と
学ぶ西郷隆盛～ 
 
 
 
 
共催：所沢図書館椿峰分
館、山口まちづくりセンタ
ー 

日時 
 

場所 
内容 

 
 

講師 

第 1 回：８月 22 日（水）、第 2 回：８月 29
日（水）午後２時～午後３時 30 分【全２回】 
山口まちづくりセンター（学習室２号） 
『琵琶奏女と学ぶ西郷隆盛』（琵琶演奏有） 
薩摩琵琶の演奏を交えつつ、ユニークな視点か
ら西郷隆盛の人物像に迫ります。 
鶴田流 薩摩琵琶奏女 櫻井亜木子 氏 

対 象 
 
 

申込み 
 
 
 

参加費 
持ち物 

一般の方 50 名（先着順） 
※原則２回とも参加でき
る方 
８月 2 日（木）午前９時～
山口まちづくりセンター
（℡2924-1224） 
月曜・夜間は受付不可 
無料 
筆記用具 

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 

７月 14 日、28 日、8 月 11 日、25 日、9 月
８日、22 日（それぞれ土曜日）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 

７月 1８日（水）、８月 5 日（日）、9 月 19
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） 

 

 

 

編 集 後 記 

千葉、群馬、大阪と立て続けに大きな地震が発生しました。天災
は、いつ、どこで発生するか予想がつきません。災害に遭遇した
ら自分はどのように行動するか、日頃から、考えておくことが必
要と実感しました。「備えあれば憂いなし」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）、鹿眞理恵
（青少年育成部会）、遠藤健志（学習文化部会）、  
本橋由和（地域安全部会）   （赤表記は新委員） 

山口地区の催し物情報・参加者募集 

架空請求、振り込め詐欺にご注意 先ずは相談を！ 


