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地域のみんなで汗を流して、子どもたちの笑顔で喜びを分かち合う

山口の夏祭り
今年は梅雨明けが大幅に遅れましたが、それでも中止になるところもなく、7 月 7 日（日）の大鐘を皮切りに
山口の夏祭りが始まりました。どこの会場に行っても子どもたちの笑顔は変わりません。いつまでも心に残る思い
出になって欲しいです。暑い中、この日のために準備を進めてきた自治会・町内会の皆さん、お疲れ様でした。
８月開催の７会場（岩崎上町、岩崎中町、岩崎下町、上山口、坪呂沢西、川辺、山王峰）については、文化祭な
どで紹介する予定です。坪呂沢西は今年が初取材です。

大鐘：雨で山車が引けなくなったので、
集まった子どもたちも残念そうです。

堀口：日暮れを待ちきれず、鎮守の森に
祭り太鼓が響きます。

菩提樹：彩とりどりの浴衣で踊る盆踊り、
日本の夏を感じます。

堀之内：やぐらの組立は力仕事、チーム
ワークが必要です。

新堀：子どもたちは雨にもめげず約１時
間、山車を引きました。

新堀：大勢の大人たちも祭りの労をねぎ
らい、盛り上がりました。

氷川：夜店の準備も大わらわ、もうすぐ
祭りが始まります。

町谷：子どもたちの祈りをこめた「てるて
る坊主」が台風を追いやりました。

梨ノ木戸２号団地：全員名札を胸に付け
て参加、新しく来た人にも親切です。

祝 表彰 第 43 回所沢市社会福祉大会
山口地区は８名と３団体が所沢市社会福祉大会名誉会長・大会会長表彰を受賞
７月 17 日（水）
、中央公民館ホールにおいて第 43 回所沢市社会福祉大会（主催：所沢市・所沢市社会福祉協
議会）が開催され、多年にわたり、地域・高齢者・障がい者・児童を対象とした社会福祉事業の発展に功績のあっ
た方や団体などの表彰が行われました。山口地区の受章者は次の方々です。
（ ）内は活動母体などです。
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民生委員・児童委員
森田吉保（民生委員・児童委員）
福祉団体・福祉施設功労者
小林洋子（社会福祉法人みなわ会の職員）
福祉団体等
お達者倶楽部山口会（高齢者対象のボランティア活動）
おもしろ倶楽部（高齢者対象のボランティア活動）
一般福祉功労者等
若狭良江（所沢地区更生保護女性会） 〔右上に続く〕
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河本直子（デイジー所沢）
田中美似子（ボランティアグループ語りの会）
及川衛子（山口地区母子愛育班員及び母子保健推進員）
富井幸子（山口地区母子愛育班員及び母子保健推進員）
牧野内豊子（社会福祉法人桑の実会のボランティア活動）
社会福祉協力者
株式会社ベルク山口店お客様一同（愛の福祉基金へ多額
の浄財を寄付）

新堀自治会に専門部『地域高齢者福祉部』発足
７月６日（土）に第１回講演会＆茶話会を開催
新堀自治会（会長 山本喜義氏）では、今年度から新たに自治会を推進母
体とした地域の高齢者福祉活動を充実させようと、専門部の一つとして『地
域高齢者福祉部』を発足させました。
そのスタートとして、７月６日（土）
、第１回講演会＆茶話会を開催しま
した。参加者は他地区の方３名を含めた 38 人と日頃ご指導いただいている 成年後見や高齢者の居場所つくりにも
山口地域包括支援センターの長田珠子さんでした。
及んだ質問タイム。手応えを感じます。
『高齢者が、地域の中で生き生きと暮らせるには』をテーマとした講演会の講師は、元所沢市長で社会福祉士の資
格をお持ちの当摩好子さん（山口地区在住）
。
「超高齢社会を迎え、地域で安心して年を重ねていくためには地域の
緩やかな繋がりが必要で、新堀自治会が地域高齢者福祉部を設置することは、たいへん意義深く、先駆的な取り組
みになっていくのではないか」とエールをいただいた後、
「平均寿命よりも健康寿命を延ばすことに関心が増えて
いる中で、高齢者のための社会的な居場所づくりが必要であって、そのことが緩やかな繋がりをつくることにもな
ると思います」などと話されました。
アンケート調査では「日頃の疑問が分かった気がした」、
「ゴミ出しなどの手伝いもしてみたい」、
「そこに行けば誰
かがいて、弁当も食べ、おしゃべりができるといい」などの意見も出て、講演内容が十分に伝わったと思われます。
今後、地域高齢者福祉部では７月中に役員会を開催、今回の講演会で出た宿題の実践の方向性を検討する予定です。
（事務局長 新堀ゆうゆうクラブ会長：長谷川秀夫氏寄稿 広報委員会で一部編集）

椿峰小

子育て支援講演会

～保護者・地域の学校教育との望ましい関わり方～

６月２９日（土）
、所沢地区更生保護女性会山口支部主催、椿峰小・PTA
の協力で「保護者・地域の学校教育との望ましい関わり方」と題した講演会
が開催されました。講師は所沢市教育委員会 学校教育課・健やか輝き支援
室・安全安心対策推進員の平塚俊夫氏、143 名の方々が参加しました。
講演のなかで、東京都のＤＶＤ教材「自分を大切にしよう～不安やなやみ
への対処～」
を視聴しました。
子どもたちに分かりやすい内容になっていて、
家族以外に悩みを相談できる信頼できる大人がいれば、子どもたちは、より
一層安心して生活ができると思いました。
保護者の方々には自分だけでなく子どもたちが地域にも見守られて安全 あいにくの小雨の天気となりましたが講
に過ごしていることを周知していただけた講演会となりました。
演会場は満席、大盛況でした。

山口中学校区・上山口中学校区見守りパトロール実施
夏休みに入って間もない 7 月 22 日（月）
、山口
中学校区と上山口中学校地区にて、先生方、PTA、
民生委員などが参加し、雨の降る中での見守りパト
ロールが実施されました。泉小・山口小・椿峰小の
保護者も参加し、これから子どもたちが利用する通
学路など、保護者目線での危険箇所も確認すること
ができました。
冬休みにも同様のパトロールが実施されますので
子どもの通学路を再確認してみませんか？

雨の降る中パトロールありがとうございました。
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新しく部会長になられたお二人に抱負を伺いました
地域安全部会 本橋 功 部会長

地域環境部会 毛利吉成 部会長

活動目標：事件・事故のない安全・安心
なまちづくりを目指します。
部会長のメッセージ：今年度より藤井部
会長の後を受け地域安全部会長を引き継
いだ本橋です。
地域安全部会には、5 団体の登録がありますが各団体と
協議をし、推進していきたいと思います。具体的には次
の活動を進めます。①青パトを活用した地域防犯活動の
推進、②交通事故防止のための交通安全意識の向上、③
不測の災害に備えた地域防災・消防意識の向上。
不慣れなため、皆様方のご支援・ご協力をいただきなが
ら進めて行きたいと思います。

活動目標：環境活動を通して“人と人”
“人
と自然との絆”づくり
部会長のメッセージ：
「エコタウン所沢構
想」の基本理念を踏まえ、エネルギー、水・
みどり、資源循環、人づくりを基本にした
環境学習の４つの柱を繋ぐ取り組みを目標に、地域の生
活環境や自然環境意識の醸成を図っていく研修会の開
催などを可視化していきます。“生活環境”では、ごみ
の発生抑制、再使用、再生利用の３Ｒの推進など「もっ
たいないの心」を更に醸成する活動。
“自然環境”では、
狭山丘陵のみどり保全、柳瀬川流域の清掃などを地域の
共通環境課題として、皆で知恵を出し合い活動します。

シリーズ㊱ 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４
山口城跡発掘調査は、昭和 52 年（1977）1 次から開始され、平成 21 年（2009）10 次まで 10 期に渡り
商業化が進行する毎に所沢市によって実施されました。
長きに渡る発掘調査結果でほぼ全容が確認できました。当時の規模が蘇り伺われます。奈良・平安期の竪穴建物
跡や中世では箱薬研堀跡など近世では堀立柱建物跡江戸初期と思われる。城跡を中心に東
西、南北へ向かう土塁と堀跡、井戸跡や稚児の池と堀跡、発掘は昭和 27 年測量と堀跡を検
出、８次調査では平成 12 年（2000）に完全切開完了。
南打越方面より南面の柳瀬川際に流れ落ちる高
低差を利用したと思われる、古水車跡地、柳瀬川付
近では馬場と呼ばれた地、西は藤森稲荷付近に堀
跡、山口小学校方面の側溝堀跡など広い範囲が見ら
れます。陶器は 12 世紀の渥美焼、13 世紀後半か
ら 16 世紀前半までの古瀬戸焼、常滑焼・備前焼な
ど出土されたそうです。郭（くるわ）から長享２年
（1488）銘の石塔婆や天目茶碗出土検出など山口
城跡の発掘調査結果などから、古墳時代・奈良・平
山口城跡石塔 現存
安時代、そして鎌倉・室町戦国時代・江戸時代の歴
「永徳三年六月十三
山口城址 発掘調査の成果
史を学ぶことができます。
日」「岩岡民右衛門」
現況地図のなかの土塁・堀跡
参考：所沢市文化財調査報告書
と刻まれています。
次号では、山口城跡発掘調査出土内容発掘中の現場写真など、今では見られない様子をお伝えします！
（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４日、10 月２日、11 月６日（第１水曜日） 対 象 乳児とその保護者
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７日、14 日、21 日、28 日、10 月５日、12 日、19 日、26
日、11 月９日、16 日、30 日（9 月と 10 月は第 1 週～第 4 週の土曜日、11 月は
変則）午前 10 時～12 時
おはなし会：９月 14 日、10 月５日午前 11 時～、
大おはなし会：11 月９日午前 11 時～
場所 山口まちづくりセンター（学習室３号）
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こども囲碁教室

日時
共催：山口囲碁クラブ・山
口まちづくりセンター
場所
おしゃべり健康サロン 日時
共催：保健センター健康づ
くり支援課・山口まちづく 場所
りセンター
内容
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９月７日、21 日、10 月５日、19 日、11 月
９日、16 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）
９月 11 日、10 月９日、11 月 13 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

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
・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 日時 ９月 13 日、27 日、10 月 11 日、25 日、11 申込み 不要 どなたでも大歓迎！
月 15 日、29 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 ９月 18 日（水）、10 月 18 日（金）、11 月 対 象 高齢者と障害のある方
20 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（当日いただきます）
ター
内容 交流と仲間づくり
山口地区ふれあいスポ 日時 ９月 22 日（日）
詳細は別途回覧される案内をご覧下
ーツ大会
場所 山口小学校校庭
さい。
主催：山口まちづくり推進協 内容 １チ ー ム10 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
山口地区秋季もったいな 日時 9 月 29 日（日）
・春と秋に市内全地区で一斉に開催
い市
場所 山口まちづくりセンター
します。
内容 再使用できる古着・古布・陶磁器の回収と展示、 ・営利を目的とした業者の入場はお
主催：所沢市 協力：山口
展示品のなかで気に入ったものがあれば お持ち 断りします。
地区環境推進員協議会
帰りできます。
岩崎簓(ささら)獅子舞 日時 10 月 12 日（土）雨天時は翌日 13 日（日） 今年度は所沢市無形民俗文化財指定
主催：岩崎獅子舞保存会 場所 瑞岩寺境内
50 周年になります。
後援：所沢市、所沢市教育 内容 13：00～ 式典、13：30～ こども獅子舞
委員会、所沢市観光協会、
13：50～ 第１回目の獅子舞
山口地区自治連合会
15：00～ 第２回目の獅子舞
第 61 回山口地区文化 日時 11 月２日（土）～３日（日）
・俳句、川柳の締め切り９月 30 日
祭
場所 山口まちづくりセンター（館全体）
（月）まで 用紙はセンターにご用
・
「蓮 意してあります。記入後、センター
募集 ■俳句５句まで 兼題「水澄む（みずすむ）」
の実（はすのみ）」・「鵙（もず）」
までご提出ください。
■川柳３句まで 自由題
主催：山口地区文化祭実行
■だれでもなんでも展 1 人 1 作品まで。写真、
委員会
絵画、手芸品など展示できるものはなんでも。

図書館おはなし会

日時 ９月 14 日、28 日、10 月 12 日、26 日、11
月９日、23 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 ９月 18 日（水）、10 月６日（日）、11 月
20 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

新堀自治会の「地域高齢者福祉部」発足記事は長谷川秀夫さん
から掲載の依頼をいただいたものです。山口地区全体を対象と
した地域福祉部会の活動に加え、自治会・町内会単位のこのよ
うな活動がもっと広がれば、高齢化社会への取り組みの厚みが
増し、これまで以上にきめ細かく充実した高齢者福祉活動が可
能になると思います。今後の展開が楽しみです。

広報委員：新居亨一（地域環境部
会）、渡辺栄一（地域振興部会）、
前田克夫（地域福祉部会）
、杉浦佳
子（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）

