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穏やかで温かさも感じる１月 13 日（月・祝）、山口まちづくりセンターで「所沢市山口地区成人のつどい」が

開催されました。今年も地区外からの参加者も含め、263名（参加率 103％）の新成人が色鮮やかな振り袖やは

かま、おしゃれなスーツを身にまとい、人生の節目を祝いました。 

第１部の式典では、新成人代表が「『グローバル』だけでなく『ローカル』も組み合わせた『グローカル』（地球

規模の視野で物を考えつつ、必要に応じて地域視点で行動する）な気持ちで旅立ちたい」と誓いを述べました。 

第２部のつどいは、新成人実行委

員の司会・進行で、恩師からの祝辞

やビンゴゲーム、じゃんけん大会な

どで盛り上がりました。また、恩師

や友との久しぶりの再会に会話の輪

がいくつもでき、あっという間に時

間が過ぎていきました。 

新成人の大いなる飛躍に期待して

います。 会場は若さいっぱい、熱気に溢れました。 「グローカル」、ふるさと山口を忘れずに！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

新成人実行委員の皆さんお疲れ様でした。 一緒に遊び、学んだ友、いつまでも仲良し仲間でいて下さいね。 

 

 

 

消防功労・協力者 
埼玉県消防協会表彰 
一等功労章 
野村 弥（第七分団 部長） 
三等功労章 
東條 真一（第七分団 班長） 
三等功労章 
星野 聡（第七分団 団員） 
機関技能章 
北田 悟（第七分団 班長） 
勤続章 
向埜 紀昭（第七分団 副分団長） 
家族顕彰 
野村 靖子（野村弥 部長の母） 
消防功労章 
藤井 昇（山口まちづくり推進協議会
前地域安全部会長） 
埼玉県消防協会所沢支部表彰 
特別功労章 
野村 弥（第七分団 部長） 

続く↗ 

二等功労章 
波多野 周平（第七分団 班長） 
二等功労章 
星野 聡（第七分団 団員） 

（11 月 17 日受賞） 

交通安全功労者・優良運転者 
全日本交通安全協会長表彰 交通栄誉
賞（緑十字銅章） 
交通安全功労者 山下 嘉政 
優良運転者 小峯 正明 
優良運転者 田中 廣信 
埼玉県警察本部長・埼玉県交通安全協
会長表彰 
優良運転者 柴田 孝子 
優良運転者 小峰 啓佑 

（9 月 20 日受賞） 
優良運転者 
35 年 奥住 正男 
25 年 中村 雄治 
10 年 高田 良統 

5 年 池ノ谷 潔美  (11 月２日受賞) 

地域安全功労者 
埼玉県防犯協会連合会 地域安全功
労団体 
春野台自治会安全パトロール委員会
（代表：田中 良典） 

（11 月 14 日受賞） 
所沢市防犯協会地域安全功労者 
黒川 洋二 
中村 昌和 

（11 月 16 日受賞） 
所沢市表彰 
退職自治会長・町内会長感謝状 
神藤 年三（前町谷自治会会長） 
功労者 
入沢 豊（市議会議員） 
星野 キミ子（民生委員推薦会地区推
薦会委員） 
東條 真一（消防団員） 
星野 聡（消防団員） 

（11 月 10 日受賞） 
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回 覧  

祝 人生の節目に決意を新たに ７３回所沢市山口地区成人のつどい 

祝 表彰 いつも山口の安全・安心を支えていただきありがとう 
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消防団特別点検は、火災期を迎える 11月に消防団員の職務遂行に必要な部隊行動、機械器具の取扱・整備状況、

消防車輌の運用などについて市長が点検するものです。今年度は 11月 17日（日）に南小で実施されました。 

所沢市では、①「分列行進」（入場行進において人員・服装・姿勢および

徒列を点検）②「通常点検」（分団長の号令による部隊行動、指揮統率力と

分団士気を点検）③「機械器具点検」（血税で購入された消防車輌や様々な

機材の整備状況を点検）④「一斉放水」（消防車の運用状況を点検）の４種

目により、全十分団が競うこととなっており、各分団とも、この行事のた

めに 10月下旬から順次 夜間訓練を繰り返し、部隊行動の練度をあげて本

番に臨みます。 

お陰様をもちまして、第七分団は 行事のメイン種目「通常点検」におい

て、1位を獲得、3年連続で 部隊行動，士気が極めて良好であると認めら

れました。      （寄稿 所沢市消防団第七分団 粕谷耕治分団長） 
特別点検では市内の消防団の消防車両
が勢ぞろいします。 

「一緒に地域貢献しませんか？」所沢市消防団第７分団では団員を募集しています。詳しくは第七分団のホー

ムページをご覧いただくか、最寄りの消防署へお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

落葉拾いやゲームの後は境内に座り込
み、皆で甘～い焼いもを頬張りました。 

12月７日（土）、中氷川神社境内において 28回目の「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）参加者は 478名に及び、広い境内も埋め尽くされました。焼かれた

サツマイモは山口小と山口中の学校農園で収穫された分も含め 300kgを

越えました。焚き火の燃料となる廃材は寄付していだだいたものです。 

この焼いも大会は、法務省が主唱する「社会を明るくする運動」の一環

として平成 2年から毎年開催され、主催者はもとより、中氷川神社と氏子、 

小中学校と PTA・愛校会の皆さんをはじめ、世代を超えた多くの地域の人たちの協力により運営されています。

子どもたちは皆で協力して一つのことを成し遂げる喜びを学び、地域一体となった子育てに繋がっています。 

 

 

 

12月７日（土）山口まちづくりセンターにおいて、地域福祉部会と所沢

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。自治会・

町内会、福祉サポーターの皆さん 52 名が参加しました。講師は所沢市社

会福祉協議会の山江芳子氏、地域包括支援センターの長田珠子氏でした。 

認知症サポーターは特別なことをする人たちではありません。認知症を

正しく理解して、声かけやちょっとした手助けができる地域の応援者です。 

山口地区では、誰もが安心できる、まちづくりを目指して「迷い人声か

け運動」を行っています。次回（第 3回）は、3月 14日（土）に氷川町

内会館で開催する予定です。 熱心に受講する皆さん。 

 

 

 

師走の寒さにもめげず歩きました。 

12月 25日（水）、山口中と上山口中の先生と PTA、山口交番連絡協議

会をはじめとする多くの方々が参加し、学校区見守りパトロールを実施し

ました。中学校区の見守りパトロールは夏休みと冬休みに行われています。 

上山口中は夕方４時から、山口中は 6 時からと開始時間は異なりました

が、それぞれ小グループに分かれ、約１時間近く、通学路などの安全を確

認しながら歩きました。 

祝 第７分団 所沢市消防団特別点検「通常点検」で１位獲得 

地域福祉研修会 今年度は「認知症サポーター養成講座」を開催 

中学校区の見守りパトロール実施 

「子ども焼いも大会」ふれあいの会 

祝 山口の高校生 森井芳明さん(元こども囲碁教室生徒) おめでとう 

第 43 回全国高等学校総合文化祭 囲碁部門に埼玉県代表として出場 団体戦で準優勝 
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どのコーナーも賑やかでした。 

12 月 14 日（土）、山口まちづくりセンターで第５回「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。 

遊びのコーナー、ものづくりコーナーでは、子どもたちがおじいさん、

おばあさんたちからいろいろなことを教えてもらい、皆で楽しく過ごしま

した。高齢者には血圧測定、血管年齢測定もありました。帰りにはポップ

コーンのおみやげがあり、子どもたちはよろこんでいました。 

 

 

 

日頃の労をねぎらい親睦を深めました。 

１月 11 日（土）掬水亭において、「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）が催されま

した。藤本市長をはじめ来賓の方々からお祝いや山口に対する期待の言葉

を戴きました。また、自治会・町内会、諸団体、山口まちづくり推進協議

会から出席した 150 名の皆さんは丸テーブルを囲み、和やかな雰囲気の

中、懇談、意見交換を行いました。 

 

 

 

11月 30日（土）山口まちづくりセンターホールで山口歴史講座Ⅱ「ふ

るさと再発見 戦国乱世から徳川時代の山口郷」が開かれました。 

内容と講師は次の通りです。①古文書に見る「尾張お鷹場」と所沢：小

山裕氏（山口郷土民俗資料保存会）②「山口城址」発掘資料調査に学び歴

史を探る：神藤年三氏（山口まちづくり推進協議会）③「岩崎簓獅子舞の

伝承」その発祥から伝承について：塚田順子氏（岩崎簓獅子舞保存会） 

所沢が尾張藩の鷹狩場だったことを初めて知った人も多かったことでし

ょう。山口城が日本の歴史を変える戦国時代の大きな戦いに関わっていた

ことや当時の人々の暮らしを知ることもできました。 

また、慶長年間に始まり伝承 400余年の歴史を持つ岩崎簓獅子舞（所沢 
ホールは満席、地元の歴史に対する関
心の高さが伺えます。 

市無形民俗文化財、毎年 10月第 2土曜日に奉納）が泉小の授業にも取り入れられ、次世代を担う子どもたちに

しっかりと伝えられていることも紹介されました。 

 

 

 

 

「中世後期の所沢山口城周辺と支城の関係」、当時の連絡手段はあったのだろうか？ 

平安から鎌倉以降、戦いが絶えなかった頃、地域住民と武蔵武士集団はお互い連絡網をつくり地域間の支城や寺

などと連携した合図連絡網を持っていたのではないかと考える方も多いかと思います。 

連絡事項などお互い取り決め拠点距離など検討し、約 5㎞位を目安にすると、滝山・八王子城から小山方面へ 

つながる支援網となります。狭山丘陵を持つ所

沢山口の城館が含まれ、山口城や根古屋城など、

重要な役割を果たしていたのではと考えられま

す。手段として「狼煙（のろし）・ほらがい・鐘・

太鼓など」を用い情報伝達や人々の召集方法な

ど興味深く探求心が湧いてきます。 

以前能登半島に行ったとき地名に狼煙（のろ

し）という場所があったことを思い出しました

が、今になって悔やまれます。 

 

（当面は関連する古文書などの調査を開始していますが、先が見えません・・・） 

地元に伝わる古文書から色々な事柄を紹介致します。私たちが住む山口地域は見所いっぱいです。歴史を振り返り

「山口ウォーキングマップ」片手に散策しましょう！                 （寄稿 神藤年三氏） 

シリーズ㊴ 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７ 
 

令和２年 山口地区新春のつどい 

歴史はかけがえのない地域の資産 山口歴史講座Ⅱ ふるさと再発見 

みんなで楽しく！ 第 5 回 三世代まつり 
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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 

３月４日、４月１日、５月 13 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：３月７日、14 日、21 日、28 日、４月４日、11 日、18 日、25 日、
５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 
おはなし会：3 月７日、４月４日、５月２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 

３月 7 日、21 日、４月４日、18 日、５月２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） 

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 

３月 11 日（第２水曜日）、午前 10 時～ 受付：
9 時 30 分～ ※３月をもって終了致します 
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 

３月 13 日、27 日、４月 10 日、24 日、５月
８日、22 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 

３月 18 日（水）、４月 17 日（金）、５月 20
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） 

子どもフラワー教室 
 
 
主催：山口まちづくりセン
ター 

日時 
 
 

場所 

５月 16 日から【全８回】原則第２土曜日、午
前 10 時～11時 30 分 ※初回は第３土曜日、
８月はお休み、9 月は第１土曜日 
山口まちづくりセンター（学習室２号） 

申込み 
問合せ 
 
参加費 

４月９日（木）午前９時～ 
山口まちづくりセンター窓口及び電話
にて受付(℡2924-1224） 
初回 1,500 円、2 回目から
は 1,000 円 詳細はお問合せ下さい。 

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 
共催：山口地区自治連合会  

日時 
場所 
内容 

 
 

３月７日（土）午前 10 時～12 時 
山口まちづくりセンター（ホール） 
家族で考えるシニアの安全 

対 象 どなたでもご参加下さい。 

詳細は別途回覧される文書をご覧下
さい。 

(1)特殊詐欺からシニアを守る（講師：所沢警察署） 
(2)シニアの運転傾向と安全対策（講師：NPO 高齢者安全運転支援研究会 事務局長） 

協力：山口地区民生委員・児童委員協議会、泉小学校 PTA 
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 

３月 14 日, 28 日, 4 月 11 日, 25 日, ５月９日, 23 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 

３月 18 日（水）、４月５日（日）、５月 20 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） 

椿峰図書館分館共催事
業「東京オリンピックの誕
生」 
共催：所沢図書館椿峰分
館、株式会社ヴィアックス、
山口まちづくりセンター 

日時 
内容 
場所 
講師 

３月 21 日(土)午後１時～、開場：12 時 30分 
オリンピック誕生にかかわる講演 
所沢図書館椿峰分館 
浜田幸絵（はまださちえ）氏（島根大学法学部
准教授） 

対象者 
申込み 
 
 
 
参加費 

どなたでも（180 名） 
３月１日(日)９時 30 分～
山口まちづくりセンター窓
口及び電話にて受付 
（℡2924-1224） 
無料 

椿峰コミセン別館事業 
「歌声ひろば」～楽しく元
気に歌おう！ 
主催：椿峰コミュニティ会館別館 

日時 
 

内容 
場所 

４月 27 日、5月 25 日、6月 29 日【全 3回 
いずれも月曜日】午後１時 30 分～３時 
童謡や唱歌等、なつかしの名曲を歌おう！ 
椿峰コミュニティ会館別館 ホール 

申込み 
問合せ 
 
参加費 

４月１日（水）午前９時～ 
椿峰コミュニティ会館別館 
（℡2923-7922） 
無料 

 

編 集 後 記 

 

今年の成人のつどいは、昨年までの会場が使えなくなったため、会場選
びをはじめ、会場設営や車の誘導、雪対策など、様々な課題が出てきま
した。実行委員会ではそれらの解決に向け皆で知恵を出し合い、無事、
つどいを終えることができました。成人の出席率の高さとともにつどい
を支えた皆さんのチームワークの良さも山口の自慢と思いました。 

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 
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