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どこの会場も子どもたちで大賑わい

山口の夏祭り

準備を進めてきた自治会･町内会の役員をはじめとする大勢の方々に感謝！
今年の夏は、
「命に関わる危険な暑さ」と言われるくらいの猛暑が続き、さらには台風にも見舞われましたが、
このような厳しさのなか、早い時期から準備を進めてきた自治会・町内会の役員をはじめとする大勢の方々のご苦
労は想像を超えるものがあったこ
とでしょう。そのご苦労に応えるか
のように、どこの会場も大賑わい、
年に一度の夏祭りを楽しみました。
７月開催の８会場は写真を掲載
できましたが、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）は、文化祭
など別の機会に紹介する予定です。 大鐘：お祓いを受けた子どもたち。
新堀：山車出発前のひと時。

堀之内：大人も子どもも立錐の余地もな
いくらいに賑わいました。

堀口：焼鳥や焼団子の匂いに、ついつい
誘惑されてしまいます。

菩提樹：神輿を担いだ後は冷えたスイカ
が待っています。

氷川：子ども太鼓もメインの一つ。中氷
川神社の境内に響きわたります。

町谷：台風で１日遅れの納涼盆踊り大会
でしたが、大勢の人が集まりました。

梨の木戸 2 号団地：小さいけれど会えば
皆が声を掛け合う優しい自治会です。

豊かな自然は山口の財産 上山口堀口天満天神社

周辺が所沢市の里山保全地域に指定されました
上山口堀口天満天神社周辺が「ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例」
第 10 条に基づき、平成 30 年 6 月１日付で里山保全地域に指定されまし
た。地域環境部会が保全に取り組んでいる上山口中西側の里山（上山口字雑
魚谷）もこの地域内にあります。
山口地区では、すでに菩提樹池周辺も里山保全地域に指定されており、多 地域環境部会が保全に取り組んでいる
里山もこの地域内にあります。
くの人たちが貴重な自然保護に取り組んでいます。
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祝 表彰 第 42 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２名と１団体が受賞
７月 18 日（水）
、所沢市民文化センターミューズ（中ホール）において、多年にわたり社会福祉事業の発展に
功績のあった方や団体などを表彰し、感謝の意を表す機会として第 42 回所沢市社会福祉大会が開催されました。
山口地区から下記の皆さん（個人・団体）が受賞されました。おめでとうございます！
所沢市社会福祉大会名誉会長・大会会長表彰
福祉団体・福祉施設功労者
青木照子（多年にわたり、社会福祉法人所沢市社会
福祉協議会の役員として、地域福祉の向上に貢献）
一般福祉功労者
柏原光江（多年にわたり、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）

「支え合う

所沢市青少年問題協議会会長表彰
青少年健全育成（団体）
所沢市立山口中学校 PTA、所沢市立上山口中学校 PTA、
所沢市立山口小学校 PTA、所沢市立泉小学校 PTA、泉
小学校区子ども育成会、所沢市立椿峰小学校 PTA（長年
にわたり、「子ども焼いも大会」の運営を通じて、参加し
ている幼児や児童の健全育成や、地域行事に貢献）

住みよい社会

地域から」

山口地区民生委員・児童委員協議会を紹介します
山口地区の民生委員・児童委員は 37 名と主任児童委員２名で、山口地区民生委員・児童委員協議会（山口地区
民児協）に所属しています。厚生労働大臣から任期３年（再任可。現在の委員は平成 31 年 11 月 30 日まで）の
委嘱を受けて、
「地域の人のために」との思いで活動をしています。また、児童委員法に基づき「児童委員」を兼
ね、子どもに関する相談などにも対応しています。
主な活動・役割は、①高齢者・子育て・障がい者支援などの身近な相談相手 ②高齢者世帯や子育て世帯などの
見守り・訪問活動 ③行政機関をはじめ関係機関への連絡調整 ④福祉の行事や各種事業への参加・協力です。
毎年６月・７月は、所沢市の要援護高齢者調査に協力するとともに、防犯・交通安全の声かけ運動を行っていま
す。また、地域全体の課題である災害への備えに対しては、山口地区民児協として「災害時要援護者名簿」
「災害
福祉マップ」を作成し、災害時の支援に備えています。
民生委員・児童委員は民生委員法による守秘義務がありますので、安心して相談して下さい。

今年の夏休みは青パトも初参加、子どもたちを見守りました
今年の夏休みも子どもたちの見守りパトロールが行われました。学校と家
庭、地域が一体となって子どもたちを見守り、地域の防犯にもつながるパト
ロールは、安全安心なまちづくりに欠かせない活動の一つです。
パトロールに参加したのは、防犯協会山口支部、山口交番連絡協議会、山
口地区青少年を守る会連合会、山口地区民生委員・児童委員協議会、更生保
護女性会山口支部、青少年育成推進協議会、小中学校の先生、PTA、自治
会・町内会をはじめとする多くの方々です。
７月 26 日（木）には、青少年育成推進協議会の 2 名（運転者は防犯協
会山口支部）が青パトに乗り、約 1 時間、山口地区内の隅々までパトロー ４月に運用を始めた青パトも参加、山口
地区内の隅々までパトロールしました。
ルしました。「山坂が多いのに驚いた。林や暗いところがあり、子どもたち
にとって危険な場所が分かった。危険場所を示したマップがあると良い」との感想をいただきました。

山口小

子育て支援講演会

～最近の子どもをとりまく実情について～
６月 30 日（土）
、山口小体育館において、所沢地区更生保護女性会山口
支部主催、山口小学校・PTA の協力で、
「最近の子どもをとりまく実情につ
いて」と題した子育て支援講演会が開かれました。講師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、113 名が参加しました。
話題の中心はインターネット。とりわけ「僕の願いはスマートフォンにな 子どもとのコミュニケーション が大切。大き
ることだ」というシンガポールの子どもの訴えには心が痛みました。母親が な扇風機を回しながらの講演会でした。
スマートフォンに夢中で、自分のことは構ってくれない、というのです。インターネットの光と影を知るとともに、
日頃の親子のコミュニケーションがいかに大切かを再認識した講演会でした。
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綺麗になった岩崎弁財天
泉小・山口中との合同清掃活動
前日の雨で開催があやぶまれた「岩崎弁財天 泉小・山口中との合同清掃
活動」
。７月７日（土）は草取りするのにとても良い天候になり、予定通り
活動することができました。
泉小・山口中の児童・生徒、保護者、先生方そして弁財天保存会の方々総
勢 70 名で、約１時間草取りに汗を流しました。境内はすっかりきれいにな
り、気持ち良く夏を迎えることができました。

小学生も中学生も、みんな熱心に草取
りをしました。

山口で江戸文化「講談」を楽しむ

第２回 所沢講談会が開催されました
７月 24 日（火）、まちづくりセンターホールにおいて、山口地区有
志の主催により第２回所沢講談会が開催されました。講談師は、日本
講談協会会長の神田紅師匠をはじめ、神田真紅さん、神田紅佳さんで
す。壇上には、昨年の所沢講談会が最後の高座となった神田紅葉さん
を偲び、遺影が飾られました。満席の来場者はリズミカルでメリハリ 身近なところで江戸の伝統文化を楽し
のある独特の語りに引き込まれ、江戸の伝統文化を楽しみました。
むことができました。
まちづくりセンターには様々な催し物のポスターが掲示されています。時々訪ねて、気に入った催し物が
あるかどうか探してみませんか。

シリーズ㉚ 行って見よう 山口の自然と歴史
菩提樹（ぼだいぎ）その３

もっと知ろう！

先ず地名となった菩提樹は弘法大師空海が東国行脚の際に植給したと言い伝えられ、最寄りを菩提樹村と唱え、
寺を菩提山密厳院佛国寺と言います。所沢市史誌によりますと、寛文 4 年（1664）8 月以前地頭松風より阿弥
陀免として田五畝歩（約 150 坪）を賜りしを延宝 5 年（1677）幕府へ上知す 徳川幕府より御本尊薬師如来へ、
田五畝歩を賜り後一新後、上知す、 と記録が残されています。
約 1200 年前の平安時代この地を訪れた弘法大師植給の菩提樹の古木は現存して根はその子孫末葉にあたると
云われ、悠々と時の流れを見つめ、そびえ立っています、遥かな遠い時代の歴史を感じます。
弘法大師空海と云えば 1200 年
前、金乗院山口観音で千手観音を拝
み、村の住民が悪病で苦しんでいる
とき、観音の裏山から湧く加持水を
もって納めた。また西所沢の東川沿
いに残る弘法の三ツ井戸などがこの
辺りでは有名で各地にも水に関する
伝承が残されています。
ところで山口観音で 50 年に一度
そびえ立つ菩提樹。
翁樹神社。
行われる弘法大師法要は、
「千百五十年」忌法要が昭和 56 年に行われたので、あと 12 年後が弘法大師法要千二
百年にあたります。
（先が楽しみです元気でいたいですね）
（寄稿 神藤年三氏）

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

募集内容・申込み

日時 ９月５日、10 月 3 日、11 月７日（第 1 水曜 対 象 乳児とその保護者
日）午前 10 時～12 時
申込み 当日、直接お越し下さい。
場所 山口まちづくりセンター（和室）
参加費 無料
内容 乳児の子育て支援と交流
日時 本の貸し出し：９月１日、８日、15 日、2２日、10 月６日、13 日、20 日、27 日、
11 月 10 日、17 日、24 日（毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時
おはなし会：９月１日、10 月６日（午前 11 時～）
大おはなし会：11 月 10 日（午後２時～）
場所 山口まちづくりセンター（学習室３号）
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日時 ９月１日、15 日、10 月６日、20 日、11 月 対 象 小学生・中学生
共催：山口囲碁クラブ・山
10 日、17 日（それぞれ土曜日）午前 9 時～11 時 申込み 当日、直接お越し下さい。
口まちづくりセンター
場所 山口まちづくりセンター（和室）
参加費 無料
おしゃべり健康サロン 日時 ９月 12 日、10 月 10 日、11 月 14 日（第２ ・体操があるので飲み物をご持参下
共催：保健センター健康づ
水曜日）午前 10 時～ 受付は 9 時 30 分～
さい。
くり支援課・山口まちづく 場所 山口まちづくりセンター（学習室２号）
問合せ 保健センター健康づくり
りセンター
内容 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）
山口とこしゃんくらぶ 日時 ９月 14 日, 28 日, 10 月 12 日, 26 日（第 2・ 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
４金曜日）, 11 月９日, 30 日（第 2・５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 内容 高齢者が元気になるための椅子に座ってもでき 持ち物 飲み物、汗拭きタオルなど
ンター
る体操です。
地域交流会ぬくもり広場 日時 ９月 19 日（水）、10 月 19 日（金）、11 月 対 象 高齢者と障害のある方
21 日（水）午前 10 時～12 時
申込み 当日、直接お越し下さい。
主催：山口まちづくりセン 場所 山口まちづくりセンター（学習室２号）
参加費 100 円（当日いただきま
ター
内容 交流と仲間づくり
す）
大人の手づくり講座「ハ 日時 ９月１９日（水）午前１０時～正午
対 象 一般・成人
ーバリウム」
場所 山口まちづくりセンター（学習室３号）
定 員 20 名（先着順）
内容 ハロウィンをイメージしたハーバリウム講座
申込み ９月４日（火）午前９時よ
主催：山口まちづくりセン 参加費 2,500 円（ボトル２本分の材料代）
り電話もしくは直接窓口
ター
まで（月曜・夜間は不可）
持ち物 ハサミ、持ち帰り袋
山口地区ふれあいスポ 日時 ９月３０日（日）午前 9 時～正午
詳細は別途回覧される案内をご覧
ーツ大会
場所 山口小学校校庭
下さい。
主催：山口まちづくり推進協 内容 １チーム 15 名以上でご参加下さい。年齢・性別
議会・山口地区自治連合会、
の構成は自由、競技ごとの選手入替も自由です。
共催：所沢市体育協会山口支部・所沢市体力つくり市民会議山口支部、協力：所沢
市立山口小学校・山口地区学校開放運営委員会・所沢交通安全協会山口支部
親子キャッチボール教室 日時 ９月３０日（日）午後１時～
対 象 市内在住の小学１年生から
場所 山口小学校校庭 ※雨天中止
３年生までの児童と保護者
内容 西武ライオンズ OB の指導のもと親子でキャッ 定 員 100 名（先着順）
チボール指導を受ける。
申込み ９月６日（木）より電話も
主催：山口まちづくりセン 参加費 無料
しくは窓口まで（月曜・夜
ター
間は不可）
持ち物 運動する服装・飲み物・タオル
第 60 回山口地区文化祭 日時 10 月 14 日（日）午後４時～午後６時
定 員 190 名
記念事業「山口歴史講 場所 山口まちづくりセンター（ホール）
参加費 無料
座」
内容 勝楽寺「1300 年」の歴史 ―湖底のふるさと 申込み ９月７日（金）より電話も
主催：山口まちづくりセン
を ふりかえって―
しくは窓口まで（月曜・夜
ター
講師 竹中清悟 氏(佛蔵院勝楽寺第 24 代住職) 他
間は不可）
第 60 回山口地区文化祭 日時 10 月 21 日（日）午後 1 時 30 分～
定 員 190 名
記念事業｢となりのトト 場所 山口まちづくりセンター(ホール)
参加費 無料
ロ｣上映会
内容 映画鑑賞 -トトロのうまれたところざわから-

こども囲碁教室

主催：山口まちづくりセンター

第 60 回山口地区文化祭 日時 11 月３日（土）、４日（日）

詳細は別途回覧される案内をご覧
場所 山口まちづくりセンター（館全体）
下さい。
主催：山口地区文化祭実行 募集 俳句５句まで 季語「山粧ふ」
・
「栗飯」・
「新酒」、川柳３句まで 自由題
委員会
締切 9 月 30 日（日）まで
図書館おはなし会
日時 ９月８日、22 日、10 月 13 日、27 日、11 月 10 対 象 ４歳以上（保護者の方もご
日、24 日（それぞれ土曜日）午前 10 時 30 分開始
一緒に）
内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など 問合せ 椿峰分館（℡2924主催：所沢図書館椿峰分館 場所 所沢図書館椿峰分館
8041）
図書館親子おはなし会 日時 ９月 19 日（水）、10 月７日（日）、11 月
対 象 ０歳から 3 歳まで（保護
21 日（水）午前 11 時開始
者の方もご一緒に）
内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ
問合せ 椿峰分館（℡2924主催：所沢図書館椿峰分館 場所 所沢図書館椿峰分館
8041）
第３回秋のお楽しみ演 日時 ９月２日（日）午後１時３０分～
定 員 １００名
芸会～落語・腹話術・二
問合せ 椿峰コミュニティ会館別館
胡演奏～
場所 椿峰コミュニティ会館別館
（℡2923－7922）

編

集

後

今年も「さわやか」の取材であちらこちらの夏祭りに
お邪魔しました。どこも大賑わい、世代を超えて皆さ
ん楽しそうでした。年に一度の夏祭りのために皆で協
力し、皆で楽しむ、これが地域の力と実感しました。
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