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祝

第 72 回 所沢市山口地区成人のつどい
～

希望を胸に 新たな旅立ち 今ここに ～

１月 14 日（月祝）
、凛とした空気に包まれる中、メットライフドーム獅子ビルにて二十歳（はたち）の門出を
祝う「所沢市山口地区成人のつどい」が行われました。今年は、地区外からの参加者も含め総勢 261 名の新成人
を迎えて盛大に執り行われました。中学時代の恩師でもある現山口中の吉田校長からは「精一杯やり、何か失敗し
てもめげない気持ちや一生懸命にやる自分を認め、大切にすること」との祝辞を戴き、新成人はこれからの未来を
担う大人として神妙な面持ちで聞いていました。
新成人実行委員の企画・進行によ
る第２部では、恩師からお言葉を戴
き、また、ビンゴ大会を行い、終始
笑いの絶えない会となりました。
数十年後の未来に今を振り返った
とき、今の仲間とどんな思い出話が
したいかを思い描きながら、これか
らの未来に踏み出していってほしい
ですね。
夢と希望を込めて、新成人誓いの言葉。 新成人実行委員の皆さんお疲れ様でした。

山口地区は毎年大勢の新成人が出席、５年ぶりに恩師や友人と再会し、積もる話は尽きません。

祝 表彰 安全・安心な生活を支えていただきありがとう
私たちが享受する日々の安全・安心な生活は、自治会・町内会、民生委員・児童委員、交通安全協会、防犯協会、
消防団などの諸団体をはじめ、多くの人たちの地道な活動と努力によって支えられています。平成 30 年秋、日頃
の山口地区の安全・安心を支えてきた次の方々の功労がたたえられ、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）なお、8 月以前の表彰については「さわやか」30 号および 31 号で紹介済です。
交通安全功労者・優良運転者
消防功労・協力者
地域安全功労者
全日本交通安全協会長表彰 交通栄誉賞 埼玉県消防協会表彰
所沢市防犯協会地域安全功労賞
（緑十字銅章）
優良運転者 石川 利二（川辺）
優良運転者 糟谷 元一（町谷）
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 金井 鋭宇（川辺）
優良運転者 黒田 功生（岩崎中町）
優良運転者 原田 眞澄（菩提樹）
（9 月 14 日受賞）
所沢警察署長賞・所沢交通安全協会長賞
優良運転者 高橋 好夫（岩崎下町）
（9 月 30 日受賞）

消防功労章
秋和 守（堀之内 第七分団消防協
力会前会長）
所沢市長表彰
秋和 守（堀之内 第七分団消防協
力会前会長）
埼玉県消防協会所沢支部表彰
特別功労章
川越 彰（緑町 第七分団 部長）
三等功労章
北田 悟（町谷 第七分団 団員）
（11 月 18 日受賞）

近松
小川

章治（膳棚西）
松身（南打越）

市長感謝状
堀之内町内会（代表：小峯 正明）
（11 月 18 日受賞）

社会福祉功労者
所沢市功労表彰
民生委員・児童委員（在職 10 年以上）
柳瀬 圭子（春野台）
丸山 靖子（岩崎中町）
長谷川 弘美（岩崎下町）
（次頁へ続く）
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巽 由伊子（三井）
柴田 孝子（岩崎上町）
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前田
小松
澤畑

克夫（椿峰）
茂樹（椿峰）
喜美江（椿峰）
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市長感謝状
本橋 源一(前山口まちづくり推進協議会会長 ）
（11 月 11 日受賞）

振り込め詐欺ストップ！ 家族や地域の『絆』（きずな）で被害防止
所沢警察署管内では、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺認知件数が平成 29 年 1 年間で 63 件、被害総額
約 9,626 万円となり、前年を上回りました。平成 30 年には 12 月時点で
54 件、被害額 5,161 万円となり、歯止めがかかっていない状況です。
そこで所沢警察署と地域が連携協力して『所沢ひばりさえずり訪問隊』を
組織し、平成 30 年 12 月 19 日（水）に戸別訪問活動を行いました。
当日は所沢警察署員と町谷自治会役員・地域防犯担当・民生児童委員・社
会福祉協議会山口地区担当職員・地域福祉サポターによる総勢 16 名（山口
地域包括支援センターは事前準備に関わっていましたが当日は急用のため
不参加）が 5 グループに分かれ、戸別訪問をしながらオレオレ詐欺・還付
金詐欺・架空請求詐欺予防のチラシやグッズを配布し、撃退方法の説明など 隊の名称には、所沢のひばりのさえずり
のように皆に広げていきたいとの意味が
を行いました。
ウソの電話にだまされないために !! 『お金が必要』との電話があっても 込められています。
すぐに対応するのではなく、先ずは「家族や親族」へ相談。身近な人の協力が被害を防ぎます！
電話の設定や撃退君・拒（コバ）ホンの活用なども有効です。一人で悩まず、最寄りの警察署 110 番詐欺被害
防止コールセンター0120-110-429 へご相談ください。

新たな試み 上山口中で「ふくし学習」
学校と地域がいっしょになって人に優しいまちづくり
上山口中１年生の総合的な学習の時間で、新たな試みとして、地域の方を招いての「ふくし学習」を 12 月から
2 月まで継続的に、５時間にわたって実施しました。目的は「自分の住むまちの支え合い・ふくしについて知る。
ふくし学習をとおして、中学生と地域の方が繋がる」ことです。地域からは、所沢市社会福祉協議会およびまちづ
くり推進協議会に所属する多くの団体が協力をしました。
１月 17 日（木）のテーマは「もっともっと！支え合い！地域の活動を知
ろう！」でした。生徒たちはグループに分かれ、山口地区で活動している包
括支援センター、民生委員・児童委員協議会、長生クラブ連合会、母子愛育
班、婦人会、自治連合会の方々から実際の活動内容を聞きました。参加者か
らは、中学生からの質問は純真で、とても新鮮だったとの感想がありました。
1 月 25 日（金）は「見守りってどんなこと？」と題した認知症サポータ
ー養成講座として行われました。生徒たちはビデオや、山寿会の皆さんと先
生・生徒が演じる寸劇を見ながら、認知症の症状や原因、認知症の人との接 会場は体育館、底冷えのする寒さでした
し方について学びました。生徒からは、認知症がどういうものかを知ること が生徒は熱心にメモを取っていました。
ができた、認知症の人に会ったら優しく対応したいなどの感想が出ました。最後に、認知症サポータ認定の証とし
て受講者全員にオレンジリングが渡されました。
昨年 3 月に町谷自治会館で開かれた「迷い人声かけ運動」に上山口中の生徒 9 名が参加しました。今年は３月
９日(土)に新堀自治会館で開催予定です。今年も多くの生徒が参加し、今回の成果を活かす場となれば良いですね。

第 60 回文化祭記念事業 山口サークルフェア開催
１月 26 日（土）
、山口まちづくりセンターにおいて、第 60 回文化祭記
念事業「山口サークルフェア」が開催されました。
（主催：山口まちづくり
センター、共催：山口公民館利用サークル連絡協議会）５つの会場で１、２
時間ごとに時間を区切り、25 のサークルが参加しました。
成果発表の場である文化祭とは異なり、各サークルは普段の練習の様子な
どをそのまま紹介、来場者は見学するだけでなく活動に加わることもでき、
その場で入会を決めた人も少なくなかったようです。
初めての試みでしたが、サークルの会員が増えた、サークルの活動内容を
知ることができたなど、好評でした。
サークル入会の相談をしているのでしょうか？
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地域のみんなが協力し合って「子ども焼いも大会」ふれあいの会
12 月１日（土）
、季節外れの陽気に包まれながら例年通り中氷川神社に
おいて「子ども焼いも大会」ふれあいの会が開催されました。
（主催：所沢
地区更生保護女性会山口支部）今年で 27 回目の開催です。参加者 548 名、
藤本市長、柴山大臣をはじめ多くの来賓の方々が駆けつけてくださいまし
た。お芋はなんと 300kg！（うち 50kg は山口小・上山口中学校農園）
この会は、主催者はもとより、中氷川神社、氏子や学校・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。小さな子
どもからお年寄りまで、みんなで協力し合って一つのことを成し遂げるすば
らしさ、また、自分のためにだけでなく誰かのために力を尽くし、またそれ 子どもたちは新聞紙とアルミホイルを使
が自分のためにもなっていくことを、他世代のつながりを通して学べる場と いお芋を包むお手伝いです。
して大きな役割を担っていると感じました。これからも地域の輪がどんどん広がっていくといいですね。

第４回山口地区三世代交流 「三世代まつり」
12 月８日（土）、山口まちづくりセンター・ホールで「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。スタッフ 58 名の協力がありました。参加者も親子で、
また友達と一緒にと毎年多くなっています。みんなであそぼう！みんなでつ
くろう！といろいろな遊びやビーズ細工、バルーンアートなど大人も子ども
たちと一緒に楽しく過ごしました。
世代を超え、みんなで楽しくリース作り。

新たな時代へ飛翔 平成 31 年

山口地区「新春のつどい」

１月５日(土)、掬水亭で平成最後となる「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、柴山大臣他、来賓の方々、そして自治会・町内会、諸団
体、山口まちづくり推進協議会からの出席者、139 名が一堂に会しました。
山口まちづくり推進協議会の神藤会長の挨拶の後、藤本市長をはじめ、来
賓の皆様から、山口地区の助け合いや防犯活動、文化活動などの地域づくり
は先進的であり、模範的な活動がなされているとの賛辞とさらなる期待を込
めた力強い挨拶を戴きました。
また、出席者の皆さんにとっては、相互に情報交換をして親睦を深めると 出席者はあちらこちらのテーブルを巡り、
ともに、今年一年に掛ける想いを新たにする良い機会となりました。
話が盛り上がりました。

シリーズ㉝ 行って見よう 山口の自然と歴史 もっと知ろう！
山口城跡（やまぐちじょうあと）その１
県道 55 号（所沢―立川線）の山口城跡交差点付近に市教育委員会設置の山口城跡案内表示板がありますのでご
覧ください。昭和 37 年 10 月 1 日、埼玉県指定文化財（旧跡）となっています。
現在、周囲は商業化が進みその全
容を見ることはできませんが、地権
者の配慮により土塁など面影を見る
ことができます。
所沢市史や他の歴史書そして山口
城跡発掘調査報告書や発掘担当講師
による勉強会を開催しました。その
中から山口城の規模や様子、周囲に
水神さまの碑（移設したもの）
伝わるお話をご紹介します。
山口城址の案内板
昔は城跡の四隅に水神さまの石碑があったと言われますが、現在は 3 号土塁に移設され、見ることができます。
次号から平安末期武蔵武士団のひとつ村山党や関わる伝承について、山口城跡から中世、戦国期に至る歴史を解
りやすくご紹介しますので、山口の歴史を一緒に学びましょう。
（お楽しみに！） （寄稿 神藤年三氏）
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自転車盗難予防「鍵を掛けましょう！」
宅地の中でも鍵かけを！

戸建住宅でも盗難が発生しています。

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

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

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

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

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

地域交流会ぬくもり広場
主催：山口まちづくりセン
ター

山口地区安全・安心推進
大会
主催：山口まちづくり推進
協議会山口地区安全・安心
推進大会実行委員会

日時・場所・内容

募集内容・申込み

日時 ３月６日(第 1 水曜日)、４月３日(第 1 水曜日)、 対 象 乳児とその保護者
５月８日(第２水曜日) 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 ３月２日、16 日、４月６日、20 日、５月 11 対 象 小学生・中学生
日、18 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。
場所 山口まちづくりセンター（和室）
参加費 無料
日時 本の貸し出し：３月２日、９日、16 日、23 日、４月６日、13 日、20 日、27 日
５月 11 日、18 日、25 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２日、４月６日、５月 11 日（午前 11 時～）
場所 山口まちづくりセンター（学習室３号）
日時 ３月 13 日、４月 10 日、５月８日（第２水曜 ・体操があるので飲み物をご持参下
日）
、午前 10 時～ 受付は 9 時 30 分～
さい。
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支
内容 ストレッチ体操、健康ワンポイント勉強会など
援課（℡2991-1813）
日時 ３月８日、22 日、４月 12 日、26 日、５月
申込み 不要 どなたでも大歓迎！
10 日、24 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）
場所 山口まちづくりセンター（ホール）
参加費 無料
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
る体操です。
日時 ３月 20 日（水）
、４月 19 日（金）
、５月 15 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。
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
内容 交流と仲間づくり
す）
日時 3 月２日（土）午前 10 時～12 時
対 象 山口地区に在住、在勤の方
場所 山口まちづくりセンター（ホール）
詳細は別途回覧される文書をご覧
内容 身近でできる防災対策～地震、風水害、火災～
下さい。
講師 岡崎洋志氏（NPO 法人日本防災士会埼玉県事務
局長）

図書館おはなし会

日時 ３月９日、23 日、４月 13 日、27 日、５月
11 日、25 日（それぞれ土曜日）午前 10 時
30 分開始
内容 すばなし、てあそび、絵本読み聞かせ、工作など
主催：所沢図書館椿峰分館 場所 所沢図書館椿峰分館
図書館親子おはなし会 日時 ３月 20 日（水）、４月７日（日）、５月 15
日（水）午前 11 時開始
内容 てあそび、わらべうた、絵本読み聞かせ
主催：所沢図書館椿峰分館 場所 所沢図書館椿峰分館

編

集

後

対

象 ４歳以上（保護者の方もご
一緒に）
問合せ 椿峰分館（℡29248041）
対

象 ０歳から 3 歳まで（保護者
の方もご一緒に）
問合せ 椿峰分館（℡29248041）

記

朗報です！ 日本経済新聞社が全国 815 市区を対象に実施
した SDGｓ（持続可能な開発目標）調査で、所沢市は環境側
面で第１位、経済・社会・環境の３側面を合わせた総合評価
で第 47 位の評価を得ました。
（日本経済新聞 1 月 11 日版に
掲載）山口地区も「所沢市マチごとエコタウン所沢構想」を
受け、太陽光発電システムや電気自動車の普及事業、マチエ

コフェスの開催などで寄与しました。
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）

