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11 月２日（土）～３日（日）の

２日間、山口まちづくりセンターで

第 61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。 

約 2,000 人が来場、作品展示、

舞台発表、イベント、模擬店、菊花

展、どこの会場も大賑わいでした。

作品展示や模擬店では地元の小中学

生も大勢参加、活躍しました。 
模擬店前では大勢の人たちが焼きそば
などを頬張りながら一休み。 

広報委員会ブースでは山口まちづくり推
進協議会の様々な活動を紹介しました。 

昨年までの「福祉バザー」を引き継いだ
「山口まごころバザー」も大人気でした。 

今年初登場の射的には子どもたちの長い
列ができました。 

「だれでもなんでも展」（個人作品）はたく
さんの作品が並びました。 

子どもたちの中国武術演武、カンフー映
画のように宙を舞う身の軽さに驚きます。 

仲良く囲碁を教わりました。仲邑菫初段
に憧れたのでしょうか。 

裏方だけど無くてはならない駐車場係、
お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

山口自治連の活動紹介ポスター、内容
が分かりやすくて好評でした。 

10月 26日（土）、27日（日）の両日、所沢航空記念公園で第 40回所

沢市民フェスティバルが開催されました。所沢市自治連合会のブース「寄っ

といで！自治会横丁」では市内 11地区の活動紹介と小学生以下の子どもた

ちを対象としたお菓子のつかみどりや射的がありました。 

山口地区自治連合会（山口自治連）は防災訓練とふれあいスポーツ大会の

様子と、山口地区の人たちが参加して１年がかりで作成した「所沢山口ほほ

えみウォーキングマップ」を紹介し、好評でした。 
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回 覧  

笑顔いっぱい 第 61 回 山口地区文化祭 2,000 人が来場 

文化祭で展示した「所沢山口ほほえみウォーキングマップ」は まちづくりセンターのロビーで配布中。
山口の歴史探訪に、健康つくりに、仲間作りにぜひご活用下さい。 

山口自治連 今年も市民 で活動紹介 
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10月 23日（水）、新堀自治会館で第 1回「新堀くつろぎサロン」（主催：新堀自治会）が開催されました。冒

頭、担当役員から、「閉じこもりがちの人も一緒に参加できる場所にしたい、災害の時も助け合える仲間作りをし

たい」との主旨が述べられました。（発足経緯については「さわやか」第 37号で紹介済） 

今回は特別ゲストとして、アコーデ

ィオン演奏者の馬場節生氏（立川市在

住、各地で歌声喫茶のリーダとして活

躍）を招き、皆で懐かしの歌謡曲や童

謡などを歌いました。 

昼食後は、会館で囲碁などを楽しむ

グループと外を歩くグループに分か

れました。外歩きグループは近くの立

派な庭を鑑賞させて戴いた後、狭山湖

霊園で有名人の墓巡りをしました。 
準備をした人も参加を楽しんだ人も、皆
さん生き生きとしています。 

カラオケとは一味違う雰囲気に青春時
代を懐かしく思い出したことでしょう。 

 

 

 

 11月 21日（木）、山口まちづくりセンター調理室で、29名が参加して笠原先生の指導でランチのおやきを作 

りました。（主催：山口地域包括支援

センター、協賛：山口まちづくり推

進協議会地域福祉部会）グループの

仲間で話しながら、助けあって作り、

出来立てを食べて楽しくおしゃべり

をしました。 

「山口絆カフェ」は認知症予防・

物忘れが気になる方をはじめ、どな

たでも歓迎します。 先生から作り方を聞いてます。  出来立てはおいしいです。 

第２回は２月 20日（木）の予定です。詳細は山口地域包括支援センター（2928-7525）にお問合せ下さい。 

 

 

 

11月 21日（木）、大鐘公民館で第２回「れいわつどいの会」（共催：大鐘れいわつどいの会実行委員会、大鐘

自治会 協力：大鐘ベルの会、すずかけの会）が開催されました。第１部では所沢語り部の会の佐藤美津子さんと 

粕谷雅子さんによる民話劇場、第 2

部では富岡落語研究会の水々亭めだ

かさん、迷亭祥兵衛さん、シルバー

亭道楽さんによる落語３題（題目は

順に「幽霊そば」、「家見舞い」、「表

札」）を楽しみました。 

自治会・町内会の枠を越え、皆で

大鐘公民館に集まって元気に楽しん

で欲しいという主催者の思いが伝わ

る催しでした。 
地元の民話「弘法の三ッ井戸」と誇るべ
き山口小の歴史が語られました。 

落語は話の流れが理解できないと笑え
ません。脳の活性化に役立ちます。 

 

 

 

 

 

第１回「山口絆カフェ」 ランチを作り楽しくおしゃべり 
 

第 1 回「新堀くつろぎサロン」 ゲストはアコーディオン奏者 

第２回 大鐘「れいわつどいの会」民話と落語で気分も  

民生委員・児童委員が改選されました 
１２月１日に民生委員・児童委員の改選があり、山口地区では１４名の方が退任されました。長い間地域

福祉のために御尽力をいただきありがとうございました。また、１３名の方が新たに山口地区の民生委

員・児童委員に任命されました。いろいろとお世話になりますがよろしくお願い致します。 

高齢者のたまり場づくりを目指して 

今、自治会・町内会などで新たな試みが始まっています 
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秋晴れの下でのプレイは気分爽快です。 

11 月 17 日（日）秋晴れの下、狭山湖運動場で「（秋季）グラウンドゴ

ルフ大会」（主催：体育協会山口支部、共催：山口まちづくり推進協議会）

が開催されました。参加者は 66 歳から 91 歳まで合計 128 名、最高齢

91歳の二人も元気に楽しんでおられました。 

最後に優勝をはじめ各賞の表彰式が行われ、お互いの成果を讃えました。

ちなみに上位 5位の中の 3名は 75歳以上、年齢は関係ないようです。 

 

 

 

10 月 14 日（月・祝）、岩崎の瑞岩寺境内で岩崎簓獅子舞が奉納されま

した。岩崎簓獅子舞は、伝承 405年の歴史を持ち、争いごとのない平和な

世を願って毎年 10 月第 2 土曜日に奉納されます。今年は所沢市無形民俗

文化財指定 50周年の記念すべき奉納になります。 

今年は台風 19号の影響で２日間延期され、当日も雨が危ぶまれたため、

一部時間を繰り上げるとともに１回のみの奉納になりました。雨による破

損を避けるため簓子は鮮やかな彩りの花笠を冠らずに舞うことになったの

は残念でしたが、昨年行われなかった子ども獅子舞も再開されました。 

１時間近くに及ぶ長い舞ですが、来場した大勢の人たちは分かりやすい

解説を聞きながら勇壮な獅子や可愛らしい簓子の所作に見入りました。 
２日間の延期にも拘わらず、大勢の人が
来場し伝統の簓獅子舞を堪能しました。 

 

 

 

 

前号に続き、埋蔵文化財調査センターに保管されている

主な出土品とスケッチを紹介します。（当時の暮らしが思い

浮かびます） 

常滑は瀬戸・越前・信楽・丹波・備前と共に中世六古窯

の一つで平安～室町時代に栄え、褐色で厚手の粗い器画を

持つ壷・甕（かめ）・鉢などが多いのが特徴です。 

 

  

埋蔵センターで発掘資料やお話をお伺いすると、人の暮

らしが伝わってきます。埋蔵品から想いを探る楽しみも倍

増します。是非足を運んでみては如何でしょうか！  

次回、山口城跡の最終回にあたり広い地域の拘りなど、考えてみたいと思います。     （寄稿 神藤年三氏） 

 

 

 

シリーズ㊳ 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６ 

 

宮本八惠子著「狭山湖－水底の村からの発信」（発行：さいたま民俗文化研究所）が発刊されました。 
多くの貴重な写真と具体的で分かりやすい解説により、湖底に沈んだ村の豊かな自然や人々の暮らしが鮮や
かに蘇ります。山口の歴史を知る上で欠かすことができません。ぜひ御一読を！ 

祝 所沢市無形民俗文化財指定５０周年 岩崎簓獅子舞 

（秋季）山口地区グラウンドゴルフ大会 
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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 

１月８日、２月５日、３月４日（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：１月 18 日、25 日、２月１日、８日、15 日、22 日、３月７日、14
日、21 日、28 日（毎月第 1 週～第 4 週の土曜日）午前 10 時～12 時 
おはなし会：１月はお休み、2 月１日、3 月７日 
山口まちづくりセンター（本の貸し出しは学習室３号、おはなし会は学習室１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 

１月４日、18 日、２月１日、15 日、３月 7 日、
21 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 

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 

２月 12 日、３月 11 日（第２水曜日）、１月は
お休み、午前 10 時～ 受付：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 

問合せ 
 

持ち物 
 

保健センター健康づくり支
援課（℡2991-1813） 
体操があるので飲み物をご
持参下さい。 

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 

１月 10 日、24 日、２月 14 日、28 日（※第
３）、３月 13 日、27 日（第 2・4 金曜日） 
午後１時 50 分～、受付：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 

１月 15 日（水）、２月 21 日（金）、３月 18
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） 

第７３回所沢市山口地
区成人のつどい 

日時 
場所 

１月１３日（祝・月） 
山口まちづくりセンター（ホール） 

対 象 
 

平成 11 年４月２日～平成
12年４月１日に生まれた方 

主催：所沢市、所沢市教育委員会、第 73 回山口地区成人のつどい実行委員会   

ミューズ共催事業 
細川千尋 plays EVANS & 
RAVEL Jazz × Classic 
2020 

日時 
 

場所 

１月 26 日（日）開場 13：30 開演 14：00
（休憩なし 80 分） 
山口まちづくりセンター（ホール） 

入場料 2,000 円 
山口まちづくりセンター窓
口にてチケット販売中 

出演者 細川千尋（ピアノ）、井上陽介（ベース）セバスティアン・カプテイン（ドラムス） 

共催：公益財団法人所沢市文化振興事業団（℡2998－6500）・山口まちづくりセンター 

山口サークル募集月間 
共催：山口公民館利用サー
クル連絡協議会・山口まち
づくりセンター 協力：山口
公民館利用サークル各団体 

日時 
場所 
内容 

２月１日（土）～29 日（土）午前９時～ 
山口まちづくりセンター（館全体） 
山口公民館に登録しているサークルの活動を
「見て」「触れて」体験しよう！ 

予約なしで見学できますので、お気
軽にお越し下さい！ 
当日の入会も大歓迎です♪ 
 

環境講演会 
主催：山口まちづくり推進
協議会地域環境部会 

日時 
場所 
講師 

２月 15 日（土）午後２時～ 
山口まちづくりセンター（ホール） 
宮本八惠子氏（所沢市文化財保護委員） 

詳細は別途御案内致します。 

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 

１月 11 日、25 日、２月 8 日、22 日、３月
14 日、28 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 

１月 15 日（水）、２月２日（日）、３月 18
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 

 
新堀と大鐘のつどいに参加させていただきました。いずれ

も主催者の熱い意気込みが感じられ、また、参加者が一体

となって楽しむ和やかな雰囲気が印象的でした。このよう

なたまり場がさらに増えて行って欲しいと思いました。 

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） 

山口地区の催し物情報・参加者募集 

まちづくりセンターのロビーに血圧計が設置されました。また、プラごみ削減とマイボトル持ち
歩き推進のためにマイボトル専用の給水スポットが設置されました。ぜひご活用下さい。 
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