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歴史を積み重ねて 第６０回山口地区文化祭 約 2,500 人が来場
11 月３日（土）～４日（日）の２日間、山口まちづくりセンターで「第 60 回山口地区文化祭」（主催：山口
地区文化祭実行委員会）が開催されました。綿々と山口地区の文化の歴史を積み重ね、今年は 60 回を迎えること
ができました。トコろんやひばりちゃんも駆けつけてくれました。
丹精込めて仕上げた作品展示や日頃の練習成果を発表する舞台発表、自ら体験・チェックできるイベントコーナ
ーや豊富な種類の品が販売されている模擬店、ゆっくり休める「山口茶屋」
。子どもたちから年配の方たちまで、
様々な場面で楽しんでいたようです。今年も、実行委員会の方たちをはじめ、参加者の皆さん、地域の方々、参観
された人たち、さらにはまちセン職員が一体となって作り上げた文化祭でした。学習文化部会が企画し、山口の皆
さんが参加して作った「山口名所マップ」が初公開、インターネットでも見えるようになり、好評でした。
今回は第 60 回記念事業として、
「勝楽寺 1300 年の歴史～湖底の
ふるさとを振り返って～」と題した
山口歴史講座（10 月 14 日(日)）
、
および「となりのトトロ」上映会（10
月 21 日(日)）が実施され、60 回記
念クリアファイルも配布されまし
た。また、1 月 26 日(土)にはサー
クルフェアが開催される予定です。
今年も大盛況の福祉バザー。
おいしいと評判の炊き込みご飯。

お友だちの作品もすばらしいものばかり。

日頃の練習成果を舞台で発表。

人生１００年時代を生きる

裏で支えてくれた人たちに感謝。

地域福祉研修会

～あなたが変われば世界が変わる～
11 月 17 日（土）山口まちづくりセンターにおいて、地域福祉部会主催、所沢市社会福祉協議会共催による地
域福祉研修会が開催されました。参加者は 76 名でした。
第１部は「人生 100 年時代を生きる」と題して、早稲田大学人間科学学術院教授・扇原淳氏の講演がありまし
た。バイタリティーに溢れた講師は、
元三ケ島小学校ＰＴＡ会長などを務
め、所沢市関係の多くの委員会活動
もされています。
「人生百年時代を明るく、元気に
生き抜こう!」それには、地域のため
に何ができるか、支えることによっ
て支えられる、お互い様の精神で人
間関係を築き住んで良かったと思え 自らの実践も含めた大変分かりやすい講 トコフィットの皆さんと一般の参加者が
る街にしていくことが大事です。
演で、聴くだけで元気が出る内容でした。 壇上で「トコろん元気百歳体操」を実演。
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第２部は、社会福祉協議会の進行で「トコろん元気百歳体操」の実演があり、最後に地域包括支援センターから
「現在山口地区６会場で実施しており、さらに広めていきたい」との話がありました。
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堀之内町内会 藤本市長から感謝状

11 月８日（木）
、ミューズの中ホールで開かれた所沢市防災・防犯のまちづくり市民大会、所沢市暴力排除推
進市民大会（主催：所沢市防犯協会、共催：所沢市暴力団排除推進協議会・所沢市自主防災会連合会）において、
堀之内町内会が藤本所沢市長から感謝状を贈られました。昨年秋に堀之内地区内で発生した大雨による崩落事故に
際し、被災者に対して積極的に人道支援を行ったことが評価されたもので、所沢市自治連合会表彰（第 30 号で紹
介）に続いての表彰です。
小峯正明会長は、
「想定外の出来事
であったが、学んだことも多かった。
災害時には、自助も必要であるが、
隣近所の助け合いが重要である。今
回の経験を無駄にすることなく、町
内会の今後の防災対策に活かしてい
きたい」、
「困ったときはお互い様、
温かみが伝わる町内会にしていきた
市長から送られた感謝状。
町内会の防災倉庫も新設されました。
い」と語っていました。

まちセン前に山口自治連の掲示板を増設
山口まちづくりセンターに山口地区自治連合会の掲示板が設置されまし
た。山口地区自治連合会では、さまざまな地域情報を広く知っていただくた
め、これまでに 4 か所（椿峰中央公園南側の緑道沿い、山口城址前交差点
のサンキ側、岩崎瑞岩寺駐車場、中澤大駐車場の道路際）に掲示板を設置し
ており、これで５か所になりました。ところバスのバス停のすぐ後側にある
ので、バスを待ちながらご覧になってはいかがでしょうか。

柳瀬川 秋の大規模清掃

さまざまな地域情報がいっぱいです。

魚が増えています

11 月 11 日（日）
、柳瀬川の最上流をきれいにする会の会員をはじめ、上山口中の生徒、来賓など 181 名が参
加して、恒例の柳瀬川の大規模清掃（主催：柳瀬川の最上流をきれいにする会、協力：埼玉県川越県土整備事務所）
が行われました。
上山口中からは 133 名の生徒が
参加し、最上流付近から高橋まで川
の中を歩いてヘドロを流したり、流
域のごみ拾いをしました。
長年にわたる清掃活動により川の
水がきれいになるとともに魚の数も
増えてきました。最近では大鐘公民
館の近くでもオイカワが棲むように この辺りは初夏にホタルの鑑賞会が行わ 皆楽しそうに川の中を歩き、ヘドロを流
なりました。
れる場所です。
したり、流域のごみ拾いをしました。

一打・一打に集中

（秋季）グラウンドゴルフ大会

11 月 18 日（日）狭山湖運動場で、体育協会山口支部と山口まちづくり
推進協議会との共催による「
（秋季）グラウンドゴルフ大会」が行われまし
た。山口はグラウンドゴルフが盛んな地区です。今回は、地区の行事とも重
なり欠席者があったのにも関わらず、
最年少 65 歳から最年長 90 歳まで
（平
均年齢 77 歳）
、120 名の参加がありました。
各ホールで一打々に集中し、ホールインワン（トマリ）数 25 個のうち１
見事に入賞しました。
個の 50ｍのロングトマリがありました。TOTAL スコアー35～55 打の
ひしめく中、最後まで１打に集中し、最終ホールでトマリを出した女性の方が今回の優勝者となりました。
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伝承 404 年 平和を願い岩崎簓獅子舞奉納
10 月 13 日(土)、今年も瑞岩寺境内で岩崎獅子舞保存会の皆さんにより
岩崎簓獅子舞（所沢市指定無形民俗文化財）が奉納されました。岩崎簓獅子
舞は伝承 404 年の歴史があり、悪病除け、火伏せの守りとして崇められて
います。今年は泉小の 4 名が加わり、10 月 2 日から集中稽古を行いまし
た。来賓からは、獅子舞を通して山口中、泉小の子どもたちが弁天池の清掃
を行うなど、地域との結びつきも深まっているとの話が紹介されました。 牝獅子をめぐる大獅子と中獅子の激しい戦い。

澄んだ秋空の下で 公園の花壇作り
11 月 23 日（金）
、椿峰公園（通称：三井公園）で三井見守り隊の方た
ちや子どもたちとそのご家族で花壇作りを行いました。所沢市環境クリーン
部みどり自然課からチューリップ、ムスカリの球根やビオラ、パンジーの苗
を提供していただき、約１時間かけて植え付けをしました。終了後、おいし
い焼き芋を頬張り、みんな満足そうでした。きっと春には綺麗な花が咲きそ
ろうことでしょう。

綺麗に咲いてね、チューリップ。

シリーズ㉜ 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５「弘法大師」について
僧空海は 804 年に中国に渡り 806 年に帰国しています。何を求めて中国に行かれたの
でしょうか。実は遣唐使（けんとうし）の命を受けて 30 歳の時、中国に渡りました。
ナーンダ！聞いたことある？ いや初めて!! 知っていましたヨ！各地に足跡を残されま
したが、先ずは生誕についてあまり知られていません。名前を佐伯眞魚（さえきのまお）,
出身は讃岐国（現在香川県）
、生誕 774 年 6 月 15 日、死没 835 年 4 月 22 日、62 歳
でした。時代は平安初期、何も知らずに中国に行ったけど色々勉強して得るものを得てき
た、帰国の時に云った言葉として「虚しく往きて実ちて帰る」
（むなしくいきて みちてか
える）とある。神宝問題など朝廷より召されたことが沢山あったと思うが、通常 20 年位
かかるところをたった 2 年で学び、7 年間の空白があり、解らないことが多くあります。
816 年、嵯峨天皇から高野山を与えられ学び、真言宗「密教」金剛峯寺を建立、宗教の
他、土木修理工事など庶民が学べる綜芸種智院（しゅげいしゅちいん）を作り、人との関
わりで皆が喜ぶことを成し遂げる。空海の功績が認められ、醍醐天皇より後世で親しまれ
弘法大師（修行遊歴姿）
る「弘法大師」の諡号（おくりな）が与えられたそうです。
今年、東京国立博物館で、弘法大師・空海が中国（唐）で書写し持ち帰った秘書、国宝「三十帖冊子」（さんじ
ゅうじょうさっし）全帖一般公開があり、歳月を超える書と対面できました。また書を納める、宝相華（ほうそう
げ）迦陵頻伽（かりょうびんが）蒔絵冊子箱など空海ゆかりの名宝に出会い、平安時代の流麗な歴史に触れ、私も
一日、学んできました。
（次回は山口城跡に関したことや柳瀬川沿いの埋もれた歴史をたどりますお楽しみに！） （寄稿 神藤年三氏）

第 60 回文化祭記念事業「つながる！山口サークルフェア」開催
日時：平成 31 年１月 26 日（土）９時～17 時、場所：山口まちづくりセンター

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

日時・場所・内容

日時 １月９日（第 2 水曜日）、２月６日、３月６日（第
共催：母子愛育班・更生保
1 水曜日）午前 10 時～12 時
護女性会・民生委員児童委 場所 山口まちづくりセンター（和室）
員協議会・山口まちづくりセンター 内容 乳児の子育て支援と交流
こども囲碁教室
日時 １月５日、19 日、２月２日、16 日、３月２日、
共催：山口囲碁クラブ・山
16 日、（それぞれ土曜日）午前 9 時～11 時
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）

募集内容・申込み
対 象 乳児とその保護者
申込み 当日、直接お越し下さい。
参加費 無料
対 象 小学生・中学生
申込み 当日、直接お越し下さい。
参加費 無料
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山口子ども文庫おはな
し会

日時 本の貸し出し：１月５日, 12 日, 19 日、２月２日、９日、16 日、23 日、３月２日、
９日、16 日、23 日、
（毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時
共催：山口子ども文庫おは
おはなし会： 1 月はお休み、２月２日、３月２日（午前 11 時～）
なし会・山口まちづくりセンター 場所 山口まちづくりセンター（学習室３号）
おしゃべり健康サロン 日時 1 月はお休み、２月 13 日, ３月 13 日(第２水曜 ・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
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 １月 11 日、25 日、２月８日、22 日、３月８ 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
日、22 日（第 2・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 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 １月 16 日（水）、２月 15 日（金）、３月 20 対 象 高齢者と障害のある方
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）
第 72 回山口地区成人の 日時 １月 14 日（祝・月）午前 10 時 30 分～
対 象 平成 10 年４月２日～平成
つどい
場所 メットライフドーム獅子ビル
11 年４月１日の間に生ま
れた方
主催：山口まちづくり推進協議会、第 72 回山口地区成人のつどい実行委員会

「西郷隆盛の生きた時 日時 ２月９日（土）午後２時～
代」
場所 山口まちづくりセンター（ホール）

対 象
申込み

一般（先着 180 名）
１月 10 日（木）午前９時
～ （℡2924-1224）

共催：所沢図書館椿峰分 内容 白虎隊と戊辰戦争・奏者が旅した海外のお話
館、山口まちづくりセンター 講師 櫻井亜木子氏（鶴田流 薩摩琵琶奏者）
金子三勇士 ピアノ・リ 日時 ２月 24 日（日）開場：午後１時 30 分 開演： 対 象 一般（先着 190 名）
サイタル
午後２時
※未就学児入場不可
場所 山口まちづくりセンター（ホール）
申込み 12 月 18 日（火）より、
共催：所沢市民文化センタ
山口まちづくりセンター
ー ミューズ、山口まちづ
窓口にて整理券を配布。
くりセンター
参加費 1,000 円
山口サークルフェア
日時 １月 26 日（土）午前９時～午後５時
予約なしで見学できます。お気軽に
主催：山口まちづくりセン 場所 山口まちづくりセンター（全館）
お越しください。
ター 協力：山口公民館利 内容 山口公民館に登録しているサークルの活動開放 「見て」
「触れて」体験しよう！当
用サークル各団体・山口公民
日として、普段の活動を 1 時間に集約して実施。 日の入会も大歓迎です！！
館利用サークル連絡協議会・所沢交通安全協会山口支部・椿峰コミュニティ会館別館
図書館おはなし会
日時 １月 12 日, 26 日, ２月９日, 23 日, ３月９日, 対 象 ４歳以上（保護者の方もご
23 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 １月 16 日（水）、２月３日（日）、３月 20 対 象 ０歳から 3 歳まで（保護者
日（水）午前 11 時開始
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）
ダンスフェスティバル 日時 ２月１６日（土）午後１時３０分～
問合せ 椿峰コミュニティ会館別
2019
場所 椿峰コミュニティ会館別館（ホール）
館（℡2923－7922）
主催：椿峰コミュニティ会館 内容 ベリーダンス・フラメンコ・フラダンス ３つ
別館
のダンスの共演

編

集

後

記

山口まちづくり推進協議会のホームページが開設されてか
ら約 1 年半、最近では閲覧者が 1,000 人/月を超すことも多
くなりました。既発行の「さわやか」や「山口名所マップ」
などが掲載されているので、ぜひご覧下さい。（「山口まちづ
くり推進協議会」で検索、または右の QR コードでアクセス。
）

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）

